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三浦丈嗣さん  P.35 徳永彩八さん  P.39

長谷川結衣さん  P.23 徳永美月さん  P.24

熊倉菜々さん  P.37

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！

北野智也さん  P.6 清野樹里さん  P.8 大縫沙矢佳さん  P.10 安城琴音さん  P.20

石井由希さん  P.21 勝山ひかるさん P.22

小山悠斗さん  P.23

川崎ひかるさん P.24 須佐颯芽さん  P.25 南雲千奈さん  P.25 岸田瑠々さん  P.33

髙橋香織さん  P.53三浦王暉さん  P.43 瀧口愛己さん  P.44

平瀬優羽さん  P.33冨田莉奈さん  P.20 太刀川圭音さん P.21

一野諒也さん  P.22
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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 

学長メッセージ

好きなことを自由に学び、成長していく4年間
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事を見る力を養い、
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〜」

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。

Keiwa College offers a liberal arts education which is based on Christian ideals. The academic freedom in our educational 
programs encourages students to have intellectual curiosity, to value the spiritual dimensions of life, to be sensitive to the needs 
of others and to understand the importance of communication. We endeavor to have our students grow to be citizens with 
an international outlook who will serve others and become responsible members of the local, as well as global, community.

敬和学園大学は、キリスト教精神に基づく自由かつ敬けんな学風の中でリベラルアーツ教育を行い、 グローバル
な視点で考え、対話とコミュニケーションとボランティア精神を重んじ、隣人に仕える国際的教養人を育成します。

敬和学園大学では、次のような学生を求めています。
  グローバルな視点に立って考え、対話とコミュニケーションとボランティア精神を重視する、国際的教養人をめざす人。
  敬和学園大学における学びを通じて、「人間とは何か、人生をいかに生きるか」を考える意欲を持つ人。
  真理と自由を探求する意欲があり、人の役に立ちたいと考える人。

敬和学園大学の方針

敬和学園大学が求める学生像

Mission Statement

Admission Policy
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ゼミに入って初めての「新潟県の名水」の取材。ここでの経験が今に生きています。　 バスケットボール部に所属。いい先輩や仲間と出会うことができました。 
大学近くのハンバーグ屋さん、アルバイトで知り合い、かわいがってもらってます。映像制作でもお世話になりました。

サービスラーニングの活動を通じて
人との関わり方の大切さを学ぶ

スポーツでの挫折、被災、つらい経験が続き、不安を抱えていた北野さん。
敬和の自由な校風に出合い、ようやく自分を取り戻すことができたそうです。

映像制作という新しいフィールドで見つけた大切なこととは何でしょうか。

TALKING ABOUT LIBERAL ARTS #01

北野智也
KITANO Tomoya

国際文化学科4年
私立敬和学園高等学校出身

〉〉 北野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。

● 担当教員から見た北野智也さんの成長

相手に興味を持って対話しています 国際文化学科教授  一戸信哉

取材の現場でも仲間との編集作業でも、まず対人関
係をきちんと構築できるのが彼の一番の強みです。
企画の段階では、大丈夫かな……と不安に思うことも
あるのですが、いざ現場に行くとテーマにふさわしい
対話を取材相手から引き出すことができるし、興味を
持ってきちんと人の話を聞けます。編集に苦しんでも、

仲間と協調して仕事ができるから、最終的にちゃんと
いいものを仕上げることができています。あとは事前
準備をきちんとしたり、難しい歴史ものなどでも自分
で勉強して、一人で形にできるようになれば、さらに 
一段階上の、もっと本格的な作品をつくれると思い 
ます。

― 敬和学園大学に入学を決めたのはどうして
ですか？

両親の出身校であったことと、学内での学び
を社会で実践するサービスラーニングが教育 
に組み入れられていることが自分に合って 
いると感じました。特に僕の場合は、敬和学園 
高校で過ごした3年間の経験が大きかった 
です。中学までは県立の中高一貫校に通って
いたのですが、中学課程を修了した時点で、
敬和学園高校に入学し直しました。

幼少期の震災体験や心身の変調、
前向きさを取り戻した高校時代

— それは特別な理由があったのですか？

中学までは個人的につらいことが続きまし
た。幼稚園の時に新潟県中越地震で家が倒
壊し、長い間、仮設住宅での暮らしが続き、同
時に親の仕事のために、家族が離れ離れに
なりました。小学校の時に競技として取り組ん
だ水泳と、進学校だった中学校での生活で
身体の調子を崩してしまいました。どちらもが
んばらなくてはという気持ちと成果がかみ合
わず、心身のバランスを崩してしまったのだと

思います。でも敬和学園高校に入学して自由
な校風の中で、部活や寮でよい仲間と出会
い、自分が変わったと思えたんです。

― 前向きになれたということですね。

敬和学園高校は一人ひとりを大切にしてくれ
る学校で、「やっと自分の存在をちゃんと認め
てもらえる場所を見つけた」という気持ちに
なりました。自分にとって人生のターニングポ
イントだったと思います。当初、敬和に通うのは
高校の3年間までのつもりだったんですけど、
大学にもぜひ進学したいと思いました。

人との関わり方を学んで見つけた
自分のコミュニケーション能力

― 今は映像制作のゼミに参加しています。

以前からITの分野に興味があって、情報メディア・
コースの一戸ゼミを選びました。地域を題材にし
た映像作品を制作しているのですが、テーマの
設定から取材先へのお願いの電話まですべて自
分たちでしなければいけません。知識や技術を習
得するだけでなく、人との関わり方、コミュニケー
ションを学ぶことが大切な授業だと感じています。

― 映像制作に取り組む中での苦労はありま
すか？

初めての撮影の時、遠足気分で行ってしまっ
たんです。そうしたら、後で映像を確認する
と目についたものをダラダラ撮っているだけ
で、手ブレや余計な話し声が多く、使いもの
になる素材が全然ありませんでした。映像
制作って後から編集で何とかするものだと
思っていましたが、事前調査をしっかりして 
何を撮るかを計画することのほうが大切だと 
痛感しました。加えて撮影交渉の時は相手に 
対するマナーが大切です。そういう撮影まで 
の準備をしっかり取り組まないとよいものは 
つくれないということを学べたことはとても 
大きかったです。

― 将来はどんな仕事を目指していますか？

学びを通じて、人と話すことが好きなことに
気づき、自分の強みはコミュニケーション能
力だと思いました。アルバイト先で販売の経
験を積んで、やり甲斐や手応えを感じている
ので、自分の力を信じて、将来は営業職に
チャレンジしようと思います。

● 国際文化学科

映像制作で学んだのは
準備とコミュニケーション

1 32
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貴重な国際交流の経験を通して
英語を学び、英語で学ぶ意味を知る

留学する学生は敬和では少なくありません。
しかし、どれだけ成長できるかは本人の積極性が大きく左右します。

「まったく違う自分になった」と言い切る清野さんの留学での経験について伺いました。

TALKING ABOUT LIBERAL ARTS #02

清野樹里
SEINO Juri

英語文化コミュニケーション学科4年
新潟市立万代高等学校出身

● 担当教員から見た清野樹里さんの成長

社会問題に関心があるからこそ 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

〉〉 清野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。

● 英語文化コミュニケーション学科

ノースウェスタン大学への留学では、自分から考え、行動することの大切さを知りました。　 KAKEHASHIプロジェクトではチームリーダーを経験しました。 
コロナ禍にあっても、オンラインでデンマークとつながる授業で異文化を学びました。

国際交流で培った英語のスキルで
世の中をもっと素敵にしたい

1 32

―まずは敬和学園大学を選んだ理由を教え
てください。

国際関係を勉強したいと思ったこと、フランス
語の授業を選択できること、それと高校時代
にがんばっていた英検の実績を評価してもら
えることが入学の理由でした。

アメリカ留学で成長を実感した
コミュニケーションスキル

― 姉妹校への留学を経験しましたね。

2020年の2月から3月にかけて、ちょうど
新型コロナウイルスで大変になる直前まで
だったんですけど、アメリカのノースウェスタン
大学に留学しました。午前中は英語の授業、
午後は外に出て博物館で地域の歴史を学ぶ
という感じで、楽しみながら留学できました。

― 留学を通して自身の変化を感じた部分は
ありますか？

一番実感しているのは、自分の考えを相手に
伝える時の、気持ちの大切さに気づけたこと
です。私はそれまで授業中に積極的に手を
挙げたり人前で発言をしたりするタイプでは

なかったんです。でも、留学を経験し、今では
まったく違う自分になったと思えるくらい積極
性を持てるようになりました。

― それは留学中に何かポイントとなるできごと
があったのでしょうか。

留学先でのボランティア活動に参加した時、
そこはWi-Fi環境がありませんでした。それ
で、翻訳アプリが使えなくて、聞き取れないこと
も含めて自分で理解しないといけなくなった
んですね。その時にアイコンタクトを学んだり、 
一歩前に出る勇気を身につけて、コミュニケー
ションの面でとても成長できたと思います。

人との接し方の基本を学んでから、
いよいよ本格的な国際交流を体験

― 今、力を入れている活動は？

「KAKEHASHIプロジェクト」という外務省主
催の日米学生交流の事業があるのですが、
敬和学園大学から参加する28名のうちの1人
として、私も参加しています。グループに分か
れてワシントンD.C.のハワード大学の学生と
オンラインで交流しています。1年生の時に

留学で異文化間でのコミュニケーションの
基礎を学び、今、このプロジェクトを通して
本格的に国際交流を学んでいるという感覚
があります。

―「KAKEHASHIプロジェクト」の学びでは 
どんなことが印象に残っていますか。

日本での日常生活で当たり前にあるものに、
実は意外な魅力や発見があることに気づけ
たことです。プロジェクトの中で、私はお米を
テーマに日本を紹介したのですが、お米は食
べるだけでなく、レジ袋やおもちゃに利用され
ていることをその時に初めて知りました。海外
の人に日本を伝えようと努力することで、私た
ちも日本の魅力を再発見できたと思います。

― 将来の展望についても聞かせてください。

私は、留学やKAKEHASHIプロジェクトの
経験、そこに大学の授業で学んだSDGsの
視点をプラスして、これからの社会全体の
豊かさにつながるような、「人が生きることの
土台づくり」をする仕事に取り組みたいと考え
ています。

3、4年次の2年間、彼女の授業を担当しています。 
それは私にとってもとてもラッキーなことです。彼女は
勉強熱心なだけではなく、誰にでも優しく接することが
できるし、授業態度もよく、他の学生にいつもよい影響
を与えてくれます。英語だけでなく社会問題に興味関
心があるのも彼女のよいところで、インターネットなど 

を利用して普段からたくさんの記事に目を通している 
ようですね。例えばジェンダー問題のような難しい 
テーマでも、なぜそれが正しいか正しくないかをきち
んと説明できる深い知識を彼女は持っています。これ
からも英語を学ぶと同時に、英語で世界を知ることを
もっと続けていってほしいです。
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社会福祉士 × 社会起業家
次世代のリーダーとして世界を変えたい

将来の目標は「社会福祉士」と「起業家」。２つを視野に入れて活動をする大縫さん。
積極的にリーダーの役割を担いながら社会活動に取り組んでいます。

活動の対象から福祉を学び、活動の運営からリーダーシップについてを学んだようです。

TALKING ABOUT LIBERAL ARTS #03

● 共生社会学科

大縫沙矢佳
ONUI Sayaka

共生社会学科4年
私立北越高等学校出身

〉〉 大縫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。

● 担当教員から見た大縫沙矢佳さんの成長

リーダーならではの悩みと成長 共生社会学科准教授  堀野亘求

 防災ジオラマを作成し、イベントを通じて地域の方々へ防災リスクを伝えました。　  若者の思いを伝え、地域活性化につなげるイベント「プレゼンテーション 
いちば」を企画・実施しました。　  学生プロデュースの謎解きイベントを開催、200名以上の参加者を集めました。
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大縫さんはリーダーシップがあり、ゼミのメンバーを 
上手に統率しています。しかし何でも自分でできてし
まうので、逆に周囲が彼女に頼りすぎて、彼女からの
指示待ちになってしまう、そういったリーダーならでは
の悩みも抱えていたようです。本人もそのことに気づ
き、今は立場や振る舞いを変化させ、さらに成長して

います。今ゼミで経験しているリーダーとしての学び 
は、将来彼女が夢を叶える時、きっと役に立つでしょ
う。個人的には、彼女は弱点をあまり表に出さない 
タイプなので、時にはつらさや苦しさを他人と共有する
ことも大事だとアドバイスしたいですね。

― 大縫さんは共生社会学科の「ソーシャルビ
ジネス・コース」と「ソーシャルワーク・コース」
の2つのゼミを掛け持ちしていますね。

私の将来の目標は、社会福祉士の資格を 
取得することと、もう一つ、起業することです。 
そのために2つのコースを掛け持ちして両方
を勉強しています。

自らインターンシップを申し出て
福祉と起業のリアルな現場を体感

―「ソーシャルビジネス・コース」の授業では、
起業のための勉強を？

「地域産業論」の授業では、毎回社会起業家
の方などがゲストに招かれ、学生がその方に
質問をして、議論を深めています。私はただ
授業を受けるだけではなく、そこで出会った 
起業家の方に自らインターンシップをお願い
し、お仕事の手伝いをさせてもらいました。

― それは具体的にどんな経験でしたか？

美術館で障がい者アートの展示を手伝った
り、地元新潟の地域課題について自分の考
えを発表したりしました。障がい者アートに 

関しては、私が目指す社会福祉士の視点から
もたくさんの気づきがあって、大学内の学び
と大学外での経験が互いにリンクしていると
感じました。

みんなが生き生きと動けるように
リーダーの立場で考える組織づくり

― ゼミではリーダーの立場で活躍している
そうですね。

私は小学校から高校まで合唱をやっていま 
した。その時、親御さんと一緒に小さな子ども 
たちの指導や世話をした経験があり、それが 
今の活動に生かされているのだと思います。 
メンバーの個性や能力に合わせて役割を与え 
たり、組織全体のバランスを整えることが 
得意なんです。

― 大学生活を通して、自身のリーダーとして
の成長も感じますか？

今は、私が常にリーダーでいるのではなく、 
他のメンバーにその立場を任せて、私はその
人をサポートしたりアドバイスしたり、関わり 
方を変えるようにしています。私自身、その 

おかげで視野が広がったと感じています。

― 大縫さんがこれまでの学びで最も影響を
受けたのは？

やっぱりゼミの堀野先生です。先生にはソー 
シャルビジネスの学びを通じてたくさんの 
出会いの機会を作っていただきました。いい 
意味で放任主義で、自由を与えてもらえるの 
で、だからこそがんばろうと思えます。「成功 
しても失敗しても、何かをやった証をちゃんと 
残しなさい」と常々言われていて、そんな先生の
言葉からいつも刺激を受けています。

―これからの展望は？

社会福祉について学んで、今は障がい者支援 
にとても関心を持っています。将来、障がい者 
を支える新しい発想の会社を新潟で起業 
して、この地域の社会福祉をよりよい方向に
変えていきたいと思っています。自分がやりたい 
ことは口に出していれば必ず叶うと信じて 
います。これからこの夢に向かってまい進して
いきたいです。

リーダーの経験を生かして
地域の社会福祉をよりよい方向へ導く
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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、グローバル化が進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による、幅広く自由な学びは、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決め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 2023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
・ 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

・ リベラルアーツの学び
・ サービスラーニングで学ぶ　奉仕とコミュニケーション
・ サービスラーニングで学ぶ　地域と社会貢献
・ サービスラーニングで学ぶ　世界と異文化理解

・ 学科・コース

6 学生インタビュー
北野智也さん／清野樹里さん／大縫沙矢佳さん
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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

学びをよりよい社会
につなげる

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、
学びをよりよい社会につなげるグローバル市民を育成します。

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
Liberal Arts

理論 学びを社会活動の中で実践することに
より、課題を解決し、新しい未来をつくる
創造力を身につけます。社会での実践

Service Learning

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

地域 国際

奉仕

地域学
留学プログラム
ボランティア

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

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。

地 域 地域を支える力

●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

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。

国 際 地域と世界をつなげる力

●活躍する分野	 	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

〉〉 学びを社会につなげて活躍する卒業生について、P30をご覧ください。

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。

奉 仕 他者のために生きる力

●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

敬和学園大学では、「リベラルアーツ（幅広い学び）」と、「サー
ビスラーニング（社会での実践）」を学びの中心に据えています。
教室での学びと社会での実践を繰り返すことで、自分の行動が
よりよい社会や誰かの幸せにつながることを体験的に理解しま
す。このような「実践するリベラルアーツ」の学びを通じて、地球
規模で考え、社会に貢献する「グローバル市民」を育成します。

リベラルアーツとサービスラーニング
～Think Globally, Act Locally～
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[ Intercultural Studies ]国際文化学科
国際文化学科長

一戸信哉
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、自分たちの地域と国
際社会とのつながりを理解することが必要
です。国際文化学科では、さまざまな文化や
歴史への理解と、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
共生社会学科長

山﨑ハコネ
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、児童厚生2級指導員※、児童指
導員任用資格※、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択
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

英語文化コミュニケーション学科長

金山愛子
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。

歴史の学びを通じて、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。

異文化を理解し、他者と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
の仕組みを理解し、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。

私たちが生きている国際社会の仕組みを学ぶ

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

通訳などの専門スキルのみならず、広く仕事に生かせる英語力を 
鍛えます。人との関わりや地域・世界の動きについても学び、学外 
学習を通して実践的に主体性やコミュニケーション能力を養います。

実践的な英語力とコミュニケーション能力を高める

地域のさまざまな課題をビジネスの視点から解決するソーシャ
ルビジネスのあり方や仕組みを実践的に学びます。まちを活性化
し、地域経済に貢献する人を育成します。

課題解決型ビジネスにより持続可能な社会をつくる

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々を支
援する専門職であるソーシャルワーカーを育成します。社会福祉士
国家試験受験資格、社会福祉主事等の資格が取得できます。

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、教える技術を実践的に学び、専門教科の
知識を深めます。理論と実践の両面を備え、児童や生徒への英語教
育に関わる人を育てます。教員免許（英語）が取得できます。

児童や生徒に英語を教える知識と技術を学ぶ
・教育哲学
・英語教育（小・中・高）
・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。

英語圏の文学・文化から人間理解や世界観を学ぶ
・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

コース

教職課程（英語）

社会福祉士国家試験受験資格課程

キャリアコミュニケーション

※ソーシャルワーク・コースのみ取得可能
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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

［ International Law ］

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

［ American Literature ］

学科を越えてつながる

リベラルアーツの学び学問分野

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

学ぶことのおもしろさを知る
自分の興味のある学問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。
複数の学問分野を互いにつながった知識として学び、現代社会を多面的に理解することで、学ぶことのおもしろさが加速します。

● 担当教員：

健やかに生きるための
学びを
教育学的に探究

教育学

江口和美

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

ディプロマ・プログラム

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

［ Modern Japanese History ］
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

［ Modern European History ］ ［ American Social History ］

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

［ English Linguistics ］
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

［ Applied Linguistics ］

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

［ Welfare thought  and its practice ］

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

［ Social Welfare ］

地域課題の解決策は
地域にある

地域福祉

● 担当教員：

趙
じ ょ

 晤
お

衍
よ ん

［ Community Welfare ］

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

［ NPO, Community Development ］

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

［ Social Entrepreneurship ］

聖書は
人類の古典

聖書学

● 担当教員：

山田耕太

［ Biblical Studies ］

新しいデジタル
メディアに触れる

情報メディア

● 担当教員：

一戸信哉

［ Information Media ］

心の働き方の
理解を深める

心理学

● 担当教員：

益谷 真

［ Psychology ］

体系的に学びを深める
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

［ Volunteerism ］

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

［ Sports Science ］

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

［ Cultural Anthropology ］

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

［ Christianity ］

「当たり前」を
疑う

哲学

● 担当教員：

井西弘樹

［ Philosophy ］

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

［ English Literature ］

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

［ TEFL/TESL ］

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

［ International Politics ］

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

［ Economics ］

［ Education ］

● 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

［ Japanese Education ］

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、目標に向けて体系的に学びを深めるディプ
ロマ・プログラムを用意し、学びを社会につなげています。

● 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

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

［ Animation Industry ］
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サービスラーニングサービスラーニング

興味のあったフードバンクの活動に敬和の先生が関わっていること
を知り、学内外をつなげられるようにサークルを立ち上げました。フード 
バンクは流通に出せない食品を必要な方に提供する活動ですが、 
コロナ禍にあって食品以外の提供もすすめています。活動を広く 
周知し、本当に必要な方に提供できる仕組みづくりを進めています。

フードバンク
しばた

安城琴音 奉 仕

英語文化コミュニケーション学科4年
新潟県立村上中等教育学校出身

サービスラーニング

「ピース・プロジェクト」では、主に広島や長崎に投下された原子 
爆弾から、平和について考えています。小さな活動が大きな希望を
生むという言葉を心に留め、原爆投下に関する展示や証言の語り 
継ぎなどを行っています。活動を通じ、想像以上に平和を願っている
人がたくさんいることを実感しました。

ピース・
プロジェクト

石井由希 奉 仕

英語文化コミュニケーション学科3年
私立敬和学園高等学校出身

「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、これまで自分自身の価値観がいかに社会
の影響を受けていたのかを知りました。そして、自分が生きやすく、楽しく
いられるために学んでいるのだと理解しました。同時に、敬和学園大学
が異なるさまざまな個性を受け入れてくれていることが実感できました。

LGBT
研究グループ

サービスラーニング

「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。関係者との連絡・調整、プレゼントの準備、地域の皆さ
んへの活動の周知など全体のマネジメントに取り組みました。子ども
たちをはじめ、皆さんが喜んでくれたことで心が満たされました。

サンタ・
プロジェクト

冨田莉奈 奉 仕

英語文化コミュニケーション学科4年
山形県立鶴岡南高等学校出身

太刀川圭音 奉 仕

国際文化学科3年
新潟県立小千谷高等学校出身

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
サービスラーニングで学ぶ

奉仕とコミュニケーション

幅広い教養を身につける
1年次に、専門分野を学ぶための基礎として、

「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つの共通基礎科目群を学びます。 

また、1年次後期の「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、学科全体の学び
を理解し、広い視野から考える力を養います。

人に仕える
精神

対話
＋

キリスト教

共生社会学科4年
私立北越高等学校出身

プレゼンテーション
いちば

サービスラーニング

若者たちの自由な意見で
地域を活性化

「プレゼンテーションいちば」の企画運営に 
取り組んでいます。このイベントは、学生たちが
自分自身の考えや意見を地域の方々にプレゼ
ンテーションし、語らいの中から地域活性化の
きっかけを見いだすものです。コロナ禍で減少
した世代を超えたコミュニケーションの機会を 
新たに創出することができました。また、メン
バーの役割分担や指示を的確に伝える方法
を学ぶことができました。

大縫沙矢佳 奉 仕

キリスト教をベースとした学びと対話により、
「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。同時に自分の考えを伝え、他者の考
えを理解するために、すべての授業において対話を重視しています。このような学びから、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。
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 毎回テーマを決めて、若者の自由な意見を発表。　  地域の企業や団体の方が審査員として参加。 
 コロナ禍であり、オンラインでの参加も可能に。　 	 秒刻みの発表時間を他のスタッフとコントロール。

数字で知る敬和 01 教員1人あたりの学生数 ： 24.8人（2022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 02 このガイドブックに登場する学生・卒業生数 ： 77人　これを読めば、敬和のことがだいたい分かります。

人間形成の場として、毎週「チャペル・アッセン
ブリ・アワー」の時間を設けています。キリスト
教の精神と信仰に直に触れ、さまざまな立場
で活躍する人々の言葉に耳を傾けます。また、

「基礎演習」では、人権や平和についての基
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。希望者に
は、新潟（佐渡）・広島・沖縄での平和学習の
機会を提供します。

人権を学び、平和を考える

● 人権や平和について学ぶ科目

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

＜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

※ 沖縄キリスト教学院大学での「国内留学プログラム」
（半年もしくは1年）で修得した単位は、本学の卒業
単位に組み入れられます。

言語によるコミュニケーション（対話）は、学び
における基本であり、社会生活において最も
必要とされる能力の一つです。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学ぶと同時に、 
対話による課題解決の手法を身につけます。

対話による課題解決の手法を身につける
● 対話による課題解決

課題の
共有

1.		自分の考えをまとめ、相手に伝える

2.		お互いの考えを受容し、相互理解
を深める

3.		多様な可能性から、解決方法を	
創造する

対話
共感と

合意による
解決
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地域

佐渡・宿根木
プロジェクト

小山悠斗 地 域

国際文化学科4年
群馬県立太田工業高等学校出身

富塚・のぞみの里

長谷川結衣 地 域

共生社会学科4年
私立開志国際高等学校出身

阿賀北ノベルジャム

勝山ひかる 地 域

国際文化学科4年
高校卒業程度認定試験合格

「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。

ビブリオバトル

一野諒也 地 域

国際文化学科4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
佐渡・宿根木
プロジェクト

わんぱくキャンプ
海岸清掃

粟島プロジェクト
フードバンクしばた
サンタ・プロジェクト
阿賀北ノベルジャム
ビブリオバトル
富塚・のぞみの里
サマーフェスティバル
城下町しばた全国雑煮合戦
新発田日本語教室

山形県沖地震ボランティア

糸魚川大規模火災
ボランティア

サイバーボランティア

地域の課題解決に取り組む
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、
さまざまな形のサービス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。

サービスラーニングで学ぶ

地域と社会貢献

映像作品制作
サービスラーニング

国際文化学科4年
私立敬和学園高等学校出身

地域の魅力を
映像作品として発信

「映像作品制作」では、地元に密着したテーマ 
を決めて、シナリオづくりから、レポーター 
業務、撮影、ナレーション、編集まで、すべての 
作業に取り組みます。取材は、さまざまな年代 
の方からお話を伺う中でいつも新しい発見が 
あるので楽しいです。撮影や編集はとても 
時間がかかる根気のいる作業ですが、満足 
できる作品ができた時には、それまでの苦労
がすべてよい思い出に変わります。

北野智也 地 域

地域と連携した活動交流拠点
敬和学園大学では、学内外の活動交流拠点
として「地域連携センター」「ボランティアセ
ンター」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。

地域連携センター
ボランティアセンター

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
実践的に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

作品の仕上がりを想像しながら撮影を進行。　 たくさんの映像や音声素材をつないでいく編集作業。 
レポーターとしても活躍。　 ゼミでは地元のコミュニティFM局でラジオ番組も制作。

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
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数字で知る敬和 03 開講している授業科目数 ： 455科目（2022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 04 卒業生の数 ： 4,699人（2022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。

サービスラーニングサービスラーニング サービスラーニングサービスラーニング

「阿賀北ノベルジャム」で、1年目は運営リーダーとして、2年目は 
著者として参加しました。運営では、イベント立ち上げの苦労があり 
ました。また、著者として、2か月で4万字の小説を書き上げました。 
どちらも投げ出したくなるような困難がありましたが、課題を一つ 
ひとつ乗り越え解決することで自信がつきました。

佐渡・宿根木集落にて、地域コミュニティ活動や観光事業の活性化
に取り組みました。コミュニティづくりでは、ゼミで学んだベトナムの
路上茶屋を再現し、佐渡番茶を振る舞って地域の方と観光客の皆さ
んをつなぎました。また、大学のある新発田市の就労施設と連携し、
新しいお土産ものとして米袋トートバックを制作しました。

ゼミで福祉の歴史や思想を学び、その実践として、大学に隣接する
グループホーム「富塚・のぞみの里」に出向いて、高齢者の方と学生
が考えたレクリエーションを楽しんでいます。のぞみの里には大学の
先輩が働いていらっしゃるので、安心して活動ができます。相手の特
性を考慮しつつ対応することで、人を思いやる心が身につきました。

赤谷どんつきまつり
福島潟マコモの植栽
国際交流ファシリテーター

動物保護活動（Animal Rescue）
寺子屋つばさ100km徒歩の旅
にいがた秋葉っ子ふゆまつり

「コシヒカリの郷」子ども自然体験村

学生寮
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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

グローバル
な感覚

異文化理解
＋

語学力	

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・提携校ほか）

アングロ・
コンチネンタル英語学校

（イギリス・ボーンマス）

ブレネルップ・ホイスコーレ
（デンマーク・ブレンダーアップ）

ノースウェスタン大学
（アメリカ合衆国・アイオワ州オレンジ市）

ハワード大学
（アメリカ合衆国・ワシントンD.C.）

カリフォルニア州立大学
サンバナディーノ校

（アメリカ合衆国・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

（オーストラリア・メルボルン市）

韓国極東大学校
（韓国・忠清北道） 長栄大学

（台湾・台南市帰仁区）

沖縄キリスト教学院大学黒龍江東方学院
黒龍江大学

（中国・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。

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、小学校、中学校、高校にて、ワーク 
ショップを通じて国際問題を考えてもらう活動を行っています。子供
たちが楽しく学び、課題の解決について関心を持って発言できるよう
に工夫をしました。人前で発表することに抵抗がなくなると同時に、
私自身も国際問題に対する意識が高まりました。

国際交流
ファシリテーター

徳永美月 国 際

英語文化コミュニケーション学科4年
私立新潟産業大学附属高等学校出身

「デンマークの教育と福祉」では、デンマークの教育支援や医療制
度を学び、日本との違いを理解しました。また、日本との授業スタイル
の違いも新鮮でした。たくさんの対話を通して、自分と異なる意見に
新鮮さを感じることができました。自分というものの正解が分からず
迷っていた自分について考えるいい機会になりました。

デンマークの
教育と福祉

（ブレネルップ・ホイスコーレ）

KAKEHASHI
プロジェクト

須佐颯芽 国 際

国際文化学科2年
新潟県立小千谷高等学校出身

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。

サービスラーニングで学ぶ

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、実践的な語学プログラムを展開しています。

＜英語＞

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＞

マッティア・ラレセ

英語文化コミュニケーション学科4年
新潟市立万代高等学校出身

アメリカ文化・
英語研修プログラム

（ノースウェスタン大学留学）

サービスラーニング

語学だけでなく、実践的に
アメリカ文化を学ぶ

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。

清野樹里 国 際

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、外国語を使って物事を理解し、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

「児童英語教育」では、子どもたちが「できた！楽しい！」と感じる 
授業を常に追究し、その理論や指導法を実践的に学びます。学習の
ユニバーサルデザインを学び、特別な支援を必要な子どもを含めて
全員が楽しく学び合うためには、お互いの違いを理解し、尊重し合う
環境をつくることが大切だと理解しました。

児童英語教育

川崎ひかる 国 際

英語文化コミュニケーション学科3年
山形県立鶴岡北高等学校出身

1

432

アメリカ・アイオワ州にあるノースウェスタン大学。　 英会話に加えて、アメリカ文化・異文化の授業。 
フィールドトリップやボランティア活動などアクティビティも充実。　 姉妹校ならではの家族的な交流。 ※コロナ禍では、一部の提携校とのオンライン・プログラムを用意しています。

＜英語＞

数字で知る敬和 05 外国人教員の割合 ： 16.7％（2022年度・専任教員）　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 06 外国人留学生の人数 ： 35人（2022年5月）　海外留学しなくても、異文化交流ができる環境です。

オンライン
プログラム

オンライン
プログラム

サービスラーニングサービスラーニング サービスラーニングサービスラーニング

南雲千奈 国 際

英語文化コミュニケーション学科3年
私立中越高等学校出身

外務省プログラムの一つで、日米大学の交流プログラムである「KAKE 
HASHIプロジェクト」では、ワシントンD.C.にあるハワード大学との 
異文化間交流をすすめています。私は、日本文化を紹介するチームの 
リーダーを担当しました。コロナ禍のためZoomでの交流でしたが、 
英語力はもちろん、リーダーシップやマネジメント力が身につきました。

湛江科技学院
（中国・湛江市）
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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／中国語Ⅰ／フランス語Ⅰ／ドイツ語Ⅰ
日本語Ⅰ／日本語Ⅱ

中国語Ⅱ／フランス語Ⅱ／ドイツ語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／社会科・地理歴史科
指導法／卒業論文

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・公民科指導法／社会科・地理歴史科教科
教育法

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）／視覚芸術論／情報メディアPBL／マーケティン
グ論／情報メディア演習

情報メディア演習／社会科・地理歴史
科指導法／卒業論文

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・公民科指導法／社会科・地理歴
史科教科教育法

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／社会科・地理歴史科指
導法／卒業論文

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・公民科指導法／社会科・地
理歴史科教科教育法

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／社会科・地理歴史科指
導法／卒業論文

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・公民科指導法／社会科・地理
歴史科教科教育法

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／ドイツ語文化圏研究／イス
ラーム文化圏研究／ヨーロッパ文化論／文学研究／児童文学／英語の発音／

現代文学・文化論／アメリカ現代社会／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／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／ソーシャルワークの理論と方法／生命倫理学／
社会調査の基礎／社会保障論／公的扶助論／福祉経営論／刑
事司法と福祉／権利擁護を支える法制度／共生とケア演習／
ソーシャルワーク演習／海外福祉研修

まちづくり論／共生の哲学／ソーシャルワークの理論と方法／
社会保障論／権利擁護を支える法制度／非営利組織論／国際
福祉論／公的扶助論／社会調査の基礎／福祉経営論／国際人
権論／国際協力論／平和学／環境経済学／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

ソーシャルワークの理論と方法／共
生とケア演習／ソーシャルワーク演
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

社会起業論／ソーシャルワークの基盤と専門職／ソーシャルワークの理論と方
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
／地域産業論／マーケティング論／現代企業論／保健医療と福祉／共生と
ケア演習

ソーシャルワークの基盤と専門職／ソーシャルワークの理論と方法／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／保健医療と福祉／共生とケア演習／ソーシャルワーク演習

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／心理
学と心理的支援／ソー
シャルワークの基盤と
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／心理
学と心理的支援／ソー
シャルワークの基盤と
専門職／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2023年度入学者向け（予定）のものです。今後変更となる可能性があります。26 27



FUTURE
PATH
就職・キャリア支援

保険は目に見えないからこそ会話で工夫します

● 幅広い学びを生かして活躍する卒業生

NOZAWA Mio野澤海桜さん

第一生命保険株式会社　 新潟支社  新潟コンサルティング営業室
国際文化学科　2017年3月 卒業
私立日本文理高等学校出身

保険営業として、毎日クライアント先の 
企業を訪問しながら、そこで働く人たちを
対象に保険を活用したライフプランづくり
のお手伝いをしています。保険は目に見
えないサービスなので、具体的なイメー
ジを持って考えてもらうためには説明の
工夫が必要となります。それぞれのクラ
イアントの特性に合わせて、新社会人の 

お客さまには給料明細の見方を教えた
り、専門職のお客さまにはその仕事なら 
ではの制度を踏まえた上で適した保険 
プランを提案したりしています。また、 
加入されているお客さまが困っていること 
や不安に思っていることをいち早く解消
するのが私の役目だと思っています。 
お客さまが病気やけがをされた時は、何

よりも優先して迅速な対応を心がけてい
ます。お客さまから「あの時、支えてくれて 
ありがとう」と言われた時は、とてもうれ 
しかったです。学生時代は教職課程で、
一人ひとりに合わせた指導法を学んで
きました。将来はこの経験を生かし、職場
内での新人育成の業務にも携われたら
いいなと考えています。

サービス業8％サービス業9％

金融・保険業
6％

宿泊業、
飲食サービス業3％

公務3％

建設業6％

医療、福祉
6％

生活関連
サービス、
娯楽業5％

不動産業、物品賃貸業
1％複合サービス事業

5％

医療、福祉
5％

運輸業、郵便業1％

金融・保険業
3％
教育、学習
支援業2％

不動産業、物品賃貸業1％
運輸業、郵便業2％

就職に強い！地元に強い！

このうち 約7割 が
新潟県内企業に就職しています。

（就職者数110名、就職希望者数112名）

98.2%就職率

敬和学園大学は98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、学生
一人ひとりに対するきめ細やかな個別支援に
より支えられています。

※2022年5月1日現在

幅広い
業種に就職

卸売・小売業
26％

医療、福祉
16％サービス業

11％ 製造業
14％

生活関連サービス、娯楽業
3％

教育、学習支援業
7％

公務3％

金融・保険業	4％

複合サービス事業1％

宿泊業、飲食サービス業
4％

情報通信業	5％

建設業	4％

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】アクシアルリテイリング、アークランドサカモト、イエス
ト、イオンペット、ウオロク、ＮＳホールディングス、エヌワイビー、大阪屋
ショップ、カワチ薬品、きものブレイン、九、キューピット、クスリのアオキ、
コメリ、サイトウスポーツ、スズキ新潟販売、スポット、大創産業、ダイレッ
クス、たちばな、東洋安全防災、トヨタモビリティ東京、新潟県酒類販売、
新潟電装、日産プリンス新潟販売、ハードオフコーポレーション、万路貿
易、ビッグモーター、北越ケーズ、ホンダオート新発田、マリークヮントコス
メチックス、丸杉、マルタケ、南東北クボタ、VHリテールサービス、Racket 
Shop K、リアルメディア、リオン・ドールコーポレーション、リコージャパン

【製造業】アムデックス、石倉製麺所、岩村ポートリー、内山熔接工業、
クラフツ、コイケ、光南、サトウフーズ、城北工業、蘇州双友自動車部
品、田上化工、タカヨシ、東海興業、トップ工業、富井工業所、新潟太陽
誘電、日佑電子、日軽新潟、日本ホワイトファーム新潟、ハセガワ化成工
業、ホクエツ信越、吉運堂、渡明製作所

【情報通信業】アクロスロード、Enishi CM Technology、エフエムし
ばた、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム、ＢＳＮウェーブ、東
日本電信電話、MAD PRODUCTION、RayArc

【サービス業】アウトソーシング、青木環境事業、エイジェック、北関東
綜合警備保障、コンサドーレ、常州市国際交流センター、新潟綜合警
備保障、メディカルホットライン

【建設業】新日建業、巴山組、中日本信和、中村土木建設、万方経済交
流、丸高工業、みなと設備

【医療、福祉】あがの市民病院、エフビー介護サービス、かねこ歯科医
院、たんぽぽカンパニー、デコ・フォルテ、新潟県労働衛生医学協会、
みんなの家ともとも

【生活関連サービス、娯楽業】扇屋リージェンス・ウェディングマナーハウス、
シリウスグループ、ダムズグループ、中国東方航空公司旅行代理店、ビップ

【金融・保険業】セントラルパートナーズ、第四北越銀行、新潟縣信用
組合、はばたき信用組合

【教育、学習支援業】新潟県中学校教諭、新潟県立大学、福島医療専
門学校、フーレイ

【運輸業、郵便業】サカイ引越センター、蘇州工業区物流関税検査所、
丸周運送

【宿泊業、飲食サービス業】当間高原リゾートベルナティオ、SANTA 
CALA、ホスピタリティパートナーズ

【公務】新発田市役所、燕市役所、防衛省陸上自衛隊
【不動産業、物品賃貸業】アクティオ、リビングギャラリー
【複合サービス事業】新潟かがやき農業協同組合、山形おきたま農業協同組合
【農業】佐々木農園
【電気・ガス・熱供給・水道業】鎮江金能ボイラー有限会社

【卸売・小売業】アクシアルリテイリング、アークランドサカモ
ト、アグロジャパン、イエスト、ウオロク、花王プロフェッショ
ナル・サービス、キューピット、クスリのアオキ、スズキ新潟
販売、スワロー工業、星光堂薬局、ナラト貿易、西源、西脇商
店、バロックジャパンリミテッド、モトーレンニイガタ

【教育、学習支援業】開志学園高等学校、あそびの森 金鵄幼
稚園、江蘇卓越日語専修学院、ＡＩＮアジア・インターナショ
ナルネットワーク・マンパワー さくら日本語学校、あそびの
森すみよし保育園、ティルウィンド、新潟県小学校教諭、新潟
県中学校教諭、FUJISAKI、フーレイ、Playground English 
School、北越高等学校

【製造業】岩村養鶏、TOWA JAPAN、日本ホワイトファーム
新潟、ホクエツ信越、新潟涌井、昭栄印刷、新潟ジャムコ、石
倉製麺所、山から

【情報通信業】アイエスエフネット、アドフォース、サンビデオ
映像、システム・キープ・ヤード、ジョイワークス、ビット・エイ、
プロメディア新潟

【サービス業】ASTEC、ヴィアックス、エイジェック、水原自動
車学校、セントラルジャパン、ノア、マックスアルファ

【建設業】伊米ヶ崎建設、武江組、千代田設備、ナンバ、ハー
ヴィッド

【医療、福祉】いいじま歯科クリニック、シャーローム、新潟勤
労者医療協会、ベストライフ、みんなの家ともとも

【金融・保険業】コメリキャピタル、セントラルパートナーズ、
大光銀行、丸三証券

【複合サービス事業】越後おぢや農業協同組合、柏崎農業
協同組合、新潟かがやき農業協同組合、みなみ魚沼農業協
同組合

【宿泊業、飲食サービス業】大江戸温泉物語ホテルズ&リ
ゾーツ、ドトールコーヒー、ホテル新潟

【生活関連サービス、娯楽業】ＳＤエンターテイメント、ケー・
オー・ケー・ケー、ビップ

【公務】新発田市役所、新潟県警察本部、防衛省陸上自衛隊
【電気・ガス・熱供給・水道業】高野ガス
【運輸業、郵便業】三福運輸
【不動産業、物品賃貸業】新栄地所

国際文化学科

【医療、福祉】愛広会、旭長寿の森、アースサポート、愛宕福
祉会、いきいき福祉会、ORION、からし種の会、ハッピーラ
イフケア、さくらメディカル、常陽会、スワン・パートナーズ、
晴和会、SOMPOケア、デコ・フォルテ、苗場福祉会、長岡福
祉協会、七穂会、NEXT CARE SERVICE、はあとふるあた
ご、福祉心話会、みらいず

【卸売・小売業】アークランドサカモト、カインズ、キュー
ピット、クラッシュアンドカンパニー、北越ケーズ、宮島石
油販売

【サービス業】青木環境事業、エイジェック、中越クリーン
サービス、ワーカーズコープ

【製造業】アドバンス、しばたパッカーズ、ハセガワ化成工業
【生活関連サービス、娯楽業】ダムズグループ、ＴＢＣグ
ループ

【情報通信業】アウトソーシングテクノロジー、ウエルス
トーン
【公務】東京都特別区、防衛省陸上自衛隊
【建設業】大栄建設
【運輸業、郵便業】西濃運輸
【金融・保険業】新潟縣信用組合

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
37％

卸売・小売業
20％

製造業
10％

情報
通信業
9％

製造業
17％

情報通信業6％

サービス業
9％

公務4％

製造業5％

建設業2％

生活関連
サービス、
娯楽業
4％

運輸業、郵便業2％

96.6
%

100
%

98.3
%

電気・ガス・熱供給・
水道業1％

農業1％
複合サービス事業1％

医療、福祉
55％

卸売・小売業
14％

運輸業、郵便業2％

建設業5％

生活関連
サービス、
娯楽業5％

公務3％

宿泊業、飲食サービス業
2％

教育、
学習支援業
16％

電気・ガス・熱供給・水道業1％

インタビュー
動画はこちら

金融・保険業2％情報通信業3％
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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。

お客さまにも同僚にも
信頼される銀行員に。

清水華恋さん
国際文化学科
2020年3月卒業

株式会社 第四北越銀行

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。

眞田美樹さん
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 巴山組

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

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、大光銀行、新潟縣信用組合、日本郵便、東
日本電信電話（NTT東日本）、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、
新潟トヨタ自動車、アークベル、新潟綜合警備保障 
など

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。

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

自国文化を深く理解
し、他者に伝える学び
が今に生きています。

中野加奈子さん
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 ホテル新潟

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、多面的に物事を
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、TOWA 
JAPAN、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、エフエムしばた など

卒業生
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

地 域

国 際

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。

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。

写真で喜びと感動を届
けたい。この冊子の撮
影も担当しています。

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

環境経済の学びが
SDGsの取り組みに
つながっています。

三浦謙一さん
国際文化学科
2002年3月卒業

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
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

木村真央さん
国際文化学科
2010年3月卒業

国際文化学科
2006年3月卒業

株式会社 ハードオフコーポレーション

佐久間清貴さん

EN STUDIO WORKS

英語文化コミュニケーション学科
2013年3月卒業

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。

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。

「命を守る報道」と
日々向き合っています。

坂元 楓さん
英語文化コミュニケーション学科
2016年3月卒業

株式会社 南日本放送

自分自身の感性と言葉
で、地域の魅力を発信
しています。

有本らなさん
国際文化学科
2022年3月卒業

エフエムしばた

浦富亜優さん
英語文化コミュニケーション学科
2022年3月卒業

さくら日本語学校 （タイ）

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.

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。

※内容は取材時のものです。

〉〉 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。

日本語を教えることが、
相手の人生を築くこと
にもつながります。

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

生徒のために本気で
行動できる教員を目指
しています。

聖書から学んだ、隣人
を愛する精神が仕事
に生きています。

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

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。

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）

渡辺有香さん

村上市立山北中学校 （英語）

古山圭太さん
共生社会学科
2008年3月卒業

富塚・のぞみの里

奉 仕

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。

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

バドミントンは、自分自身 
を成長させてくれる
生きがいです。

地域に仕える教会と
して歩み続けます。

柴田一樹さん
国際文化学科
2021年3月卒業

NTT東日本 バドミントン部
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

子どもたちの卒業まで、
一日一日を大切に過ご
しています。

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

県民の皆さまの安心・
安全のために尽力して
います。

小笹冬貴さん

新潟県警察本部

英語文化コミュニケーション学科
2014年3月卒業

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。

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

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。

山田祐生さん
共生社会学科
2013年3月卒業

新潟市消防局
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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

● 就職・キャリア支援 英語国際 共生対象学科 ：

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】

2級合格率
 50％ 

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
 18％ 

授業科目「検定試験準備コース」を履修し、600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】

初級合格率
 60％ 

授業科目「著作権」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】

合格率
 16％ 

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
 90％ 
Excel合格率

 81％ 

授業科目「情報技術資格対策Word、Excel」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
 62.5％ 
（第125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。

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。

ニュース時事能力検定 3級合格率
 81％ 

新聞やテレビのニュース報道を読み解き、活用する総合的な力「時事力」をはかります。
準2級合格を目指します。

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。

キャリア・プランニング
キャリア・プランニングとは、仕事を通じて理想の人生を実現するための 
計画づくりです。1年次のガイダンスから始まり、4年間を通じたキャリア 
育成を進めます。正しい職業観を培い、将来の目標を実現するための 
行動計画を立案することで、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」は、2年次後期から授業科目（単位 
認定）として開講します。また、2・3年次の夏期休暇中に1〜2週間の 
インターンシップを実施します。単位認定科目として、最大6週間の就職
体験ができます。

● 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。

納得度の高い進路選択
希望進路に向けて明確な動機づけ
と事前準備を徹底。アドバイザー教
員とキャリアサポート課のスタッフ
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】
アドバイザー教員
キャリアサポート課スタッフ

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 採用試験適性検査の実施
（客観的分析）

※インターンシップ受入先企業等一覧 （過去3年間）

就職・キャリア支援 3つのポイント
POINT_1
キャリアコンサルタントの
資格を持つ専門スタッフに
よる個別指導

POINT_2
学びの成果と活動をまとめた
ポートフォリオによる
キャリアデザイン

POINT_3
学生一人ひとりの
個性を重視した企業等との
マッチング

キャリア支援では、学生一人ひとりの個性を尊重し、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、卒業後の充実した人生の 
実現と社会への貢献をすすめます。

一人ひとりに
寄り添った個別指導

サービスラーニング

インターンシップ

サービスラーニング

「就職活動サークル」は、企業や社会人の方との交流を通じて就職
に対する自己理解を深めることを目的に設立しました。企業見学で
は、その企業活動についての説明だけでなく、先輩社員の方から就
職についての説明をいただきました。社会や企業が求める役割を担
うために、在学中にすべきことを考えることができました。

就職活動サークル

平瀬優羽
国際文化学科3年
私立北越高等学校出身

岸田瑠々
国際文化学科4年
新潟県立高田南城高等学校出身

・ 島津印刷
・ 博進堂
・ エフエムラジオ新潟
・ 新潟放送

・ アクシアルリテイリング
・ ウオロク
・ キューピット　
・ ハードオフコーポレーション

・ 第四北越銀行
・ ホテルイタリア軒
・ 新潟グランドホテル
・ ホテルオークラ新潟

・ ホテル日航新潟
・  ANAクラウンプラザホテル

新潟
・ 日産プリンス新潟販売

・ 花安 新発田斎場
・ 新発田商工会議所
・ 新潟県国際交流協会
・ 新発田市役所

※ ※

3年生の夏休みに1週間の「インターンシップ」に参加しました。 
社員の方 と々一緒に仕事を体験することで職場の雰囲気を肌で 
感じられ、自分がどのような仕事に就きたいのかを考えるよい機会 
となりました。このご縁からインターンシップ先に就職することが 
決まりました。一重にインターンシップのおかげと感謝しています。

32 33



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 教育原理

総合的な学習の指導法 教育制度論

特別活動論

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、134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32.1万円）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

︿  新潟県 ﹀  新潟南高等学校、万代高等学校、北越高等学校、日本文理高等学校、中越高等学校、長岡英智高等学校、聖籠中学校、 
新津第一中学校、早通中学校、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

サービスラーニング

介護等体験、
教育実習

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
＜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

134名

採用者の声

教員採用

鈴木達也
英語文化コミュニケーション学科
2022年3月卒業
私立東京学館新潟高等学校出身

三浦丈嗣
英語文化コミュニケーション学科4年
新潟県立新発田南高等学校出身

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

教職実践演習特別支援教育概論

教育相談

※内容は取材時のものです。

教員採用試験
合格

新潟県公立中学校の英語教員に採用されました。大学の授業や実
習を通じて、さまざまな事情がある子どもたちと接し、教育によって
子どもが幸せに暮らしていけるようにしたいという気持ちが高まりま
した。また、ニュージーランド留学では、語学力はもちろん、異文化で
のコミュニケーションについて学びました。

「介護等体験」では、個性ある生徒たちそれぞれに合わせて指導 
する大切さを理解しました。また、複数の教員間で指導内容に差が
出ないようにチームティーチングをすすめる姿が勉強になりました。

「教育実習」は、母校の中学校で行います。生徒を飽きさせない、 
コミュニケーションを重視した授業を目指して準備しています。
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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

30.0%

（第34回	新卒）

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） ソーシャルワーク実習1事前実習（体験） 国家試験対策講座

国家試験受験

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。

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。

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、はあとふるあたご、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

ソーシャルワーク演習、
ソーシャルワーク実習

社会福祉士
国家試験合格

熊倉菜々
共生社会学科4年
新潟県立五泉高等学校出身

河内喬平
共生社会学科	2022年3月卒業
私立翔洋学園高等学校出身

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〉 ソーシャルワーク実習指導
〈3年次〉 ソーシャルワーク実習／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
・ 児童厚生2級指導員
・ 児童指導員任用資格

社会福祉士
合格

42名

ソーシャルワーク実習2

※内容は取材時のものです。

POINT_2POINT_1 POINT_3

サービスラーニング

社会福祉士国家試験に合格しました。試験対策として、オンラインで
の授業を繰り返し学ぶと同時に、制度や法律などの用語について
は単語帳を使って、知識の定着を図りました。また、勉強した内容を 
アウトプットするために、定期的に仲間と勉強会を行い、お互いに 
教え合ったことが合格につながったと思います。

「ソーシャルワーク実習」を通して、一人ひとりの気持ちに寄り添う 
ことの大切さを学びました。実習で出会った方 そ々れぞれの考え方
や抱える問題は多様であり、その方に合わせたよりよい支援が重要
だと感じました。また、その支援を実現するために、相手の気持ちに
寄り添い、信頼していただくことが必要だと学びました。

合格者の声
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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、燕市役所、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、新発田市地域おこし協力隊、粟島浦村地域おこし協力隊 ほか

主な就職先

公務員として活躍する卒業生

公務員
インターンシップ 公務員採用

徳永彩八
国際文化学科4年
新潟県立十日町高等学校出身

屋仲幹太
国際文化学科
2022年3月卒業
高校卒業程度認定試験合格

● 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

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。

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。

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学生生活を立ち上げた
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／デジタルジャーナリズム論　<2年次＞地域学／アクティブ・ 
ラーニング演習／人間形成学／地域文化論／マーケティング論／金融論／地域産業論／現代企業論／Web技術／情報セキュリティ／ 
映像制作／社会起業論／地域福祉論　＜3年次＞アクティブ・ラーニング実習／中小企業論／まちづくり論／社会保障論／非営利組織論
／社会調査の基礎／福祉経営論　＜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。

燕市
採用

119名

POINT_2POINT_1 POINT_3

サービスラーニング

今春より燕市役所で勤務しています。採用試験に向けて、SPI対策
講座や年間を通しての勉強会への参加、筆記試験の勉強を積み重
ねたほか、二次選考の面接対策としてキャリアサポート課や先輩方
と何度も練習させていただきました。より多くの人に貢献し、より多く
の人から信頼されるような市役所職員を目指してがんばります。

市役所での「インターンシップ」に参加しました。市が発行する 
広報物の記事作成を担当させていただきましたが、地域住民の
方々に読んでいただくというプレッシャーは、本当の仕事というもの
を感じられるよい経験になりました。また、サービスを提供する側に
立つことで、普段考えることのなかった気づきや発見がありました。

採用者の声
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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
ル等が開催されます。
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） クリスマスツリー点灯式にはじ

まり、燭火礼拝、キャロリング
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
学位記を手渡します

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！

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

Instagram

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

キャンパスブログ

www.keiwa-c.ac.jp/campus_blog

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

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

Facebook
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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
「わたしたちのバイブル」の仲間と楽しくおしゃべり。

●	波多野さんの一日

自転車で通学しています。帰宅前にスーパーでその
まま買い物をすることもあります。

サークルは、ボードゲームとKeiwa-MAG（マンガ・	
アニメ・ゲーム）に所属しています。

●	三浦さんの一日

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4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惹かれて 
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「わたしたち
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
三浦王暉  MIURA Takaaki

国際文化学科3年／新潟県立佐渡高等学校出身

佐渡市の出身で、1年生のころは親戚のいる
秋葉区に住んでいましたが、昨年から大学 
の近くで一人暮らしをはじめました。生活に 
便利な環境で、大学に自転車で通える距離 
に暮らしています。サークルや、ゼミを通じて 

仲のよい友人がたくさんでき、プライベート
はとても充実しています。学業では、リベラル
アーツの幅広い学びに興味があったので、 
現在は自分の専門以外のコースの授業も 
幅広く学んでいます。

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

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。

アルバイトからの帰宅後、就寝前まではレポート	
作成など勉強する時間にあてています。

アパート周辺にはグルメスポットがたくさん。最近は
「ラーメン梟（ふくろう）」がお気に入り。

コンビニでアルバイトを始めて約半年。だいぶ仕事
にも慣れてきました。

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：新潟市東区、3位：新潟市中央区

＜ タイムスケジュール ＞
24:00

21:00

15:00 9:00

6:0018:00

12:00

5:30
起床

睡眠

授業

勉強

家事など

通学

夕食など

趣味・
準備
など

3:00

支度・家事
朝食・通学

＜ タイムスケジュール ＞
24:00

21:00

15:00 9:00

6:0018:00

12:00
10:00
起床

睡眠

授業

授業

サークル

買い物

朝食
通学

バイト

勉強・
夕食・
趣味
など

3:00
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寮生同士や地域の
方々との交流の中で、

成長します。

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
瀧口愛己  TAK IGUCHI Ako

英語文化コミュニケーション学科2年／福島県立あさか開成高等学校出身

中学時代の先生に憧れて、英語の教員を目指
すために敬和学園大学を選びました。福島県 
出身で一人暮らしになるので、特待生制度や 
学生寮があることも魅力でした。はじめは寮と 
聞いて一人の時間が取れないんじゃないかと 

心配でしたが、個室でプライバシーは守られる
し、何より他の寮生とコミュニケーションを取れ 
ば共同生活はメリットがたくさんあると分かり 
ました。東日本大震災を経験しているので、新潟
にいるからこそできる支援に取り組みたいです。

寮の運営は学生自治で行われます。時にはぶつか
りますが、話し合う中で答えを見つけます。

2人で1ユニットを共有しますが、それぞれ個室が	
あるので集中して勉強できます。寮内はWi-Fi完備。

広いキッチンは道具が揃っていて、料理が趣味に	
なりました。おそうじは当番制で常にキレイです。

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。

各フロアにあるコミュニティスペースでは、食事会
など寮ならではのイベントが開催されます。

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

敬和 TIPS 03 出身地は？ ■▶ 1位：新潟市、2位：新発田市、3位：長岡市

基本的に4月から翌年3月までの1年を区切りとして
います。学年末を区切りに、他のアパートに引っ越し
てもかまいません。

入寮期間について制約はありますか？
Question

さまざまな学生との交流を促進する目的で、原則
として年1回の部屋替えを行っています。

部屋替えはありますか？
Question

AnswerAnswer

安全面に配慮し、門限は基本的に23時としていま
す。また、アルバイトについての制限はありません。

門限やアルバイトの制限はありますか？
Question

Answer

入寮時はお弁当の注文をする学生がいますが、徐々
に自炊に移行するケースが多いです。また、自炊がで
きるように「寮飯会」というイベントを開催しています。

皆さん、食事はどうしていますか？
Question

新潟県外や新潟県内遠方だけでなく、近隣から入
寮する学生もいます。また、入寮選考では、実家か
らの距離で有利不利はありません。

寮生の出身地を教えてください。
Question

AnswerAnswer

よくある質問

Q&A

＜ 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

睡眠

授業

授業昼食

勉強

通学・夕食

趣味・
準備
など

3:00

朝食・
通学

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。

学生寮と同じ建物の1階にはコンビニ
が入っているので便利です。

建物の1、2階には医院（内科）や調剤薬
局が入っています。

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。

通学手段はスクールバス。寮の前から授業
に合わせて送迎（1日15便）してくれます。

1ユニットを同じ大学の仲間と2人で利用する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絶好の環境です。

敬和 TIPS 04 学生寮と大学間のバスは1日何便ある？ ■▶ 15便、お買い物などで途中下車することもできます。

学生寮	概要

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
個室7.4㎡（家具備えつけ）、共有スペース10㎡、バス・トイレ・洗面
コミュニティスペース、キッチン、ランドリー（男女各階にそれぞれ設置）、
自転車置き場
3階	男子寮、4階	女子寮
寮生専用エレベーターあり、入口はカードキー、各部屋はルームキーにて
セキュリティ完備、個室にWi-Fi機器完備、バス･トイレは２人で共用

1ユニット33.6㎡	個室7.4㎡
賃料3.5万円	 共益費1.5万円
敷金2か月	 礼金なし
※	共益費には電気、ガス、水道、インターネット利用の費用がすべて
含まれます。

個室	1
4.5帖

個室	2
4.5帖

共有スペース　6帖

玄関

各個室にWi-Fi完備！

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

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

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

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

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

希望者は夕食（弁当）を250円、
朝食（パン）を200円で注文で
きます。

遊ぶのにも、
暮らすのにも、

新発田市サイコー！

シェアハウス型の寮生活POINT_1

POINT_2 新発田駅前に立地、便利な生活環境

イクネスしばた
新発田市立中央図書館
●	

諏訪神社
●	

←	新潟 村上→

●新発田第一ホテル	
学生寮

新潟県立
新発田病院

新発田ニュー
ホテルプラザ●

新発田駅

王紋酒造●
駅
前
通
商
店
街

見学会
受付中
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わたしたちのバイブル

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レクリエーションサークル

キックボクシングサークル

農業サークル かたつむりふぁ〜む

アカペラサークル

なぎなた部

国際ダンスサークル

卓球サークル

ブラスバンド部Free Stylers

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）

Keiwa-MAG（マンガ・アニメ・ゲーム）

マンガ・アニメ・ゲームを楽しんでいま
す。オリジナル作品を制作して、イベント
に参加しています。

大堀	湧 国際文化学科4年
新潟県立新井高等学校出身

写真サークル

新潟県内のいろいろなスポットに出かけて
撮影します。普段気づかない景色に出会
えるし、学生同士のつながりも深まります。

河内智聖 国際文化学科2年
私立新潟青陵高等学校出身

ボードゲームサークル

シンプルでわかりやすいものから知的
で奥深いものまで、世界中のさまざまな
ボードゲームを持ち寄って遊んでいます。

金安優希 国際文化学科3年
新潟県立新発田南高等学校出身

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。応援してくださる皆さまに
結果で恩返しできるよう、がんばります。

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。

柴田拓実 国際文化学科2年
私立埼玉栄高等学校出身

2021
インカレ
ダブルス
ベスト8

アーチェリー部

ナイターと屋内設備完備のアーチェリー場
でいつでも練習できます。年齢問わず楽し
めるので、大学からはじめるのに最適です。

K-POPや洋楽を中心に踊っています。敬和
祭をはじめ、学内外のイベントに出演してい
ます。学年関係なく、楽しいサークルです。

髙橋奈々加 鈴木月菜共生社会学科3年
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4年
新潟県立村上高等学校出身

2021
国体
新潟県
代表

硬式テニス部

軽音楽部

ライブを中心に活動しています。聴くだけだっ
た音楽を自分で演奏し、誰かに届けるとい
う活動は、自分の人生の糧になっています。

浅井	亮 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

鉄道愛好会

フットサルサークル

強化スポーツ

PICK UP

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。

茶道部 陶芸部

複数のサークルで
活躍する先輩も

います

ワークアウトサークル

Jazz Quest

自動車整備部
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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10万冊以上。
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

神藏晴佳
英語文化

コミュニケーション学科
3年

相澤拓実
国際文化学科

3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

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 ¥4801位

おろし竜田揚げ定食 ¥4802位

とんかつ定食 ¥4803位

ミートソースパスタ ¥4304位

しょうが焼き定食 ¥4805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80,681冊、洋書21,956冊、雑誌212種（2022年5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。花びらのように並ぶ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ドン・キホーテ。食料品から
日用雑貨、家具や家電まで何でも揃います。

ドン・キホーテ4
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」の授業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

若月美羽
英語文化コミュニ
ケーション学科3年

国際文化学科
3年

宇賀田雛帆
国際文化学科

3年

青柳未紗

私たちが新発田・聖籠の街を案内します

4

8

6

7

9
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

緑が多くて
気持ちいいね

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

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。50 51



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
をケアします。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

学生支援
一人ひとりに寄り添う

学生サポート体制

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

キリスト教主義の敬和学園大学ならではの学生一人ひとりの個性を大切にする、手厚い
サポート体制を整えています。4年間一貫したサポート体制は、入学前の夢や希望を進
路・就職に結びつけ、学生の生涯にわたる満足度を高めています。

充実した学生生活を
送るために

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。私たちの学年は、コロナ禍の中で、
入学直後に緊急事態宣言が発令され、履修登
録や授業をオンラインで行わなければならず不
安だったのですが、職員の皆さんが自宅まで電

話をくれて、丁寧にサポートしてくれました。学生
全員がオンライン授業に対応できるまでサポート
してくれていたと聞いてびっくりしました。感染対
策への対応も早く、対面授業が他大学よりも早く
再開され、友達にも会えたし、普通に授業ができ
るありがたさを実感できました。

気がついたらサポートしてもらえている安心感

髙橋香織
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立加茂高等学校出身

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100,000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。

学生一人ひとりに
向き合い、

サポートします

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



「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

高校生の時に、敬和学園大学が開催する英検 
対策講座を受講し、その後の試験で合格し、 
資格特待生として入学しました。授業料が減免 
されて、両親も安心してくれました。入学後は、 
「検定試験準備コース」の授業を受講し、今度は 
ビジネスにも生かせるTOEICで、さらに上位の 

資格を取得しました。担当の先生の指導が分かり 
やすく、思っていたよりも早く目標の点数を取る 
ことができました。読む・書く・聴く・話すだけで 
なく、通訳などビジネスにも活用できる実践的な 
授業があることが魅力です。さらに英語力を向上
させ、海外留学も経験したいです。

入学後、さらに英語力が向上しました

平原朋佳
英語文化コミュニケーション学科3年／新潟県立高田北城高等学校出身

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
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。

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）835,000円	
　（授業料全額と施設設備費半額給付）
（3）690,000円（授業料全額給付）
（4）470,000円（授業料一部給付）
（5）345,000円（授業料半額給付）
（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。

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

2022年度
新入生

資格特待生
二種 17名

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＜TOEIC＞785点
以上を達成、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
年間免除します。また、＜実用英語検定＞2級に

合格、または＜TOEIC＞550点以上達成、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。

2022年度
推薦特待生

一種 1名
二種 2名
三種 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年間免除します。また、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。

2022年度
学業特待生

二種 5名

● 学業特待生 〈学業を評価〉

学費比較（1年間）

※	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。

授業料
690,000円

施設設備費
290,000円

一般学生

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（参考）

授業料
535,800円
（例）

690,000円
全額減免

一種特待生

施設設備費
290,000円

345,000円
減免

授業料
345,000円

施設設備費
290,000円

三種特待生
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● ウィークデー・
　オープンキャンパス

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。

参加申し込みは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！

オンラインで大学選び

日時を気にせず、自宅のパソコンやスマホから、
動画で敬和学園大学の学びや活動を理解します。

一人ひとりのご都合に合わせて来学・Zoom・LINEで対応
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」「学生寮
見学」を受け付けています。オンラインによる、Zoom（オンラインミーティング）
やLINE（＠keiwacollege）での個別相談も受け付けています。
LINEでは、事前申し込みなしで、個別相談に対応します。

オープンキャンパスで、パンフレットや
Webでは分からなかった大学の雰囲気を
体感でき、自分に合った進路選択ができ
ました。私の大学選びには必須でした！

本多一誠
英語文化
コミュニケーション学科
1年
新潟県立
新潟東高等学校出身

●英検対策講座 目指せ！
資格特待生 月 祝

普段の大学
生活を体験

●進学相談会 敬和祭と
同時開催

村上駅 11：30

●	交番

←新発田 山形→
村上駅

P

中条駅 12：10

←新発田 村上→
中条駅

新発田駅 12：40
←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 11：40 高田駅 10：40

長岡駅東口 11：30

←宮内 北長岡→
長岡駅

●
ホテル

ニューオータニ

五泉駅 12：00

五泉駅

			自転車
●	駐輪場

新津駅西口 12：30

●
交
番

←
新
潟

加
茂
→

新
津
駅

佐々木駅  13：10

佐々木駅 西新発田駅
←豊栄 新発田→

新潟駅南口 12：40

万代口
新潟駅

●CoCoLo
南館

プラーカ3●
プ
ラ
ー
カ
１

●

南口

●プラーカ
　2

● 無料送迎バス

燕三条駅燕口 12：20

燕三条駅
←新潟

三条燕I.C

長岡→

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

13:30-16:10

※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16：20出発

オープンキャンパス

Webオープンキャンパス

個別相談（来学・オンライン）

大学生活
体験

● スケジュール

3学科から授業を選べる！
リベラルアーツの幅広い学びを
体験。

授業体験

先輩の案内でキャンパスをまわる！
学生の発表を聞いたり、
施設設備の見学をします。

気になることはなんでも相談！
皆さんの疑問や課題を
解決します。

なんでも相談

キャンパスツアー

3学科の授業で体験！
リベラルアーツ サービスラーニング

3つの学生発表で体験！

敬和学園大学の「リベラルアーツ」を実際に体験し、理解を深めていただける
よう、多彩なプログラムを用意しています。

×

いつでも参加OK

Web

お申し込み

ホテル
グリーン
柏崎
	●

ホテル
サンシャイン

●　

柏崎駅

高
田
駅

ダイアパレス
高田駅前

高田
ターミナル
ホテル

　　●
駅前ラーメン

土

土 日

土 土 日7 16 8 6 8 28

5 21 土9 17 10 10
10 22 10 23

2023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

入学者選抜の
詳細はWebから

※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
課にお問い合わせください。

選抜制度

LINE個別相談
（来学・オンライン）

オープンキャンパス

● 選抜日程

選抜区分 出願登録期間 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1日（火）〜
11月10日（木）

11月23日
（水・祝） 12月2日（金） 12月16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（水）〜
3月8日（水） 3月15日（水） 3月17日（金） 3月24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1日（木）〜
9月16日（金）

10月2日（日） 11月1日（火） 11月15日（火）

本学

課題文（口頭試問形式）、面談（2回）、
調査書

30,000円

10月16日（日）

2期 11月14日（月）〜
12月1日（木）

12月10日（土） 1月6日（金） 1月20日（金）

12月26日（月）

3期 1月5日（木）〜
1月27日（金）

2月8日（水） 2月24日（金） ３月10日（金）

2月15日（水）

4期 3月1日（水）〜
3月8日（水）

3月15日（水） 3月17日（金） 3月24日（金）

学業
特待生

学力試験型　１期 1月5日（木）〜
1月26日（木）

2月5日（日） 2月10日（金） 3月7日（火） 本学、
長岡
※本学会場は新潟駅
からの送迎バスあり	

＜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	※3

＜学力試験＞
30,000円
※		すでに他の選抜
区分で入学手続
きをしている者
は、検定料免除学力試験型　2期 1月30日（月）〜

2月24日（金）
３月6日（月） ３月10日（金） ３月24日（金） 本学

共通テスト利用型　1期 1月5日（木）〜
1月26日（木）

令和5年度
大学入学
共通テスト

2月10日（金） 3月7日（火） ＜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
※		すでに他の選抜
区分で入学手続
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30日（月）〜
2月14日（火）

2月24日（金） 3月17日（金）

共通テスト利用型　3期 2月15日（水）〜
3月9日（木）

3月17日（金） 3月24日（金）

一般 A日程 1月5日（木）〜
1月26日（木）

2月5日（日） 2月10日（金） 2月24日（金） 本学、
長岡
※本学会場は新潟駅
からの送迎バスあり	

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30日（月）〜
2月13日（月）

2月20日（月） 2月24日（金） 3月10日（金） 本学 英語、国語

C日程 2月15日（水）〜
2月27日（月）

3月6日（月） 3月10日（金） 3月24日（金）

本学

英語、国語、地理歴史から選択	※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（木）〜
1月26日（木）

令和5年度
大学入学
共通テスト

2月10日（金） 3月7日（火） ＜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30日（月）〜
2月14日（火）

2月24日（金） 3月17日（金）

共通テスト利用　3期 2月15日（水）〜
3月9日（木）

3月17日（金） 3月24日（金）

※1	特待生推薦では、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

出願はインターネットを利用します。
出 願 登 録 期 間： インターネット登録は最終日の15：00まで、書類郵送は最終日の消印有効。
入学検定料払込期限： 出願登録期間最終日の16：00まで。

Web出願
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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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