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学内スポーツ大会
5月21日、第32回学内スポーツ大会を開催しました。



新入生紹介1
４月１日、2019年度入学式を礼拝室で執り行い、新入生175名を迎えました。

学内スポーツ大会2
5月21日、第32回学内スポーツ大会を開催しました。

キャリアデザイン学科
ビジネスキャリアコース １年

田中 萌衣

　私は新島学園短期大学に入学し、新たに２つのことに挑戦
しています。１つはサークル活動です。私はフットサルサークル
に入りました。フットサルは体育で経験した程度でしたが、先
輩達も優しく、初心者でも楽しく取り組めています。秋には群
馬県私立大学スポーツ大会があるので、練習を積み重ねて結
果を出したいと思います。
　もう１つはオープンキャンパススタッフです。自分がオープン
キャンパスに来た時に、堂 と々説明や案内をしてくださった先
輩方に憧れ、立候補しました。５月に初めてオープンキャンパ
スがあり、私はキャンパスツアーの手伝いをしました。自分の
言葉で学校の魅力を伝えることは難しく、緊張してしまいまし
たが、私には頼もしい先輩方がいます。そんな先輩方に少しで
も近づけるようこれから頑張っていきたいです。

　入学してから約２ヶ月が経ちました。同じ夢や目標に向かう
新しい友達と出会い、勉強に部活、バイト、遊びと充実した毎
日を送っています。
　１コマ90分は、どの授業も大切なことが「ギュッ」と詰まった
時間です。資格や免許の取得のために予習・復習を怠らないよ
うにしていきたいです。苦手なピアノは何度も繰り返し練習して
自信をつけたいです。
　また、私はソフトボール部に所属しています。初めは、慣れ
ない革ボールに戸惑いましたが、短い練習時間を有効に使い、
１つの目標に向かって頑張ることができる楽しさを感じなが
ら、活動しています。
　２年間という短い学生生活を有意義なものにできるよう、１
日１日を大切に過ごしていきたいです。

コミュニティ子ども学科
幼児教育・保育コース １年

土井 結花子

スポーツ大会実行委員長
コミュニティ子ども学科 幼児教育・保育コース 
２年  山下 莉穂

　私たち２年生は最後のスポーツ大会でしたが、最
高の思い出となりました。天候は雨だったにも関わらず
両学科とも楽しく参加できたのではないかと思います。
　コミュニティ子ども学科は３つのチームでの対抗となりましたが、１つ
のチームでないかと思うくらい団結力が凄く、改めて良い大学だと実感し
ました。また、キャリアデザイン学科との交流も少なかったので、スポー
ツ大会という行事で深めることができて良かったです。

入学後２ヶ月経過して 入学後２ヶ月経過して
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2018年度 新島襄生誕記念懸賞論文 最優秀賞受賞3
２月14日、授賞式が同志社大学で執り行われました。

教育実習報告4
５月27日〜６月14日まで教育実習を行いました。

コミュニティ子ども学科 福祉・心理コース 2年  宜志富 杏花

　３週間の実習を通し、たくさんの学びや貴重な経験をさせていただくこ
とができました。先生方の指導や保育に対する思いを知ることができ、毎
日新しい気付きや発見をしながら実習を行うことができました。
　責任実習では、１日の活動全てを受け持たせていただき、子どもたち
への声かけや関わり方など、戸惑ってしまう場面が多くありました。しか
し、初めて自分で起案した製作で子どもたちが楽しむ姿を見て、今までに
ない充実感を味わうことができました。今回の実習で得た経験を生かし、
今後も学びを深めたいと思います。

コミュニティ子ども学科 幼児教育・保育コース ２年  志賀 稚菜

　今回の幼稚園実習は指導案を書いたり、実際に子どもたちの前で保育
をしたり初めてのことばかりでした。その中で勉強になったことが沢山あ
りました。１つは、子どもを第１に考えて保育をする大切さです。年齢が同
じでも発達の様子は様々でその事を理解しながら保育をすることが大切
なのだと感じました。
　２つ目は準備をして保育をする大切さです。どの活動を行う場合でも前
日や、その日の朝に準備をして保育をすることで先生方が全体で動きを
把握し活動ができるということを感じました。他にも学んだことは沢山あ
りました。この実習を通して改めて先生になる大変さや自分の足りなかった
部分、成長した部分を知ることが出来ました。
　これからも学んだことを活かして頑張りたいと思います。

キャリアデザイン学科 
アカデミックブリッジコース ２年  篠原 熙比古

　同志社社史資料センターが募集する新島襄
生誕記念懸賞論文に「自立した、ひとりの人とし
て〜対等で自発的な『奉仕者』としての湯浅治
郎〜」という題で応募し、「大学・大学院の部」
で最優秀賞を頂きました。短大で、「新島襄」の
授業を履修し学ぶうちに、先人たちの知恵や考え方に興味が湧
き、応募を決意しました。２月14日、同志社大学今出川キャン
パスの同志社礼拝堂（重要文化財）で、授賞式に臨みました。同

志社大学の歴史ある建造物に囲まれた荘厳な雰囲気を味わう
ことができました。今回の経験は間違いなく一生の財産になり
ました。
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本学で活動している３つのクラブをご紹介します。

クラブ紹介5

キャリアデザイン学科 アカデミックブリッジコース 
１年  ラウリンド エレナ

　フットサルサークルは男子20名、
女子13名で、主に毎週木曜日の３時
限目に短大の体育館を借りて活動し
ています。秋の大会が近くなると人工

芝のあるコートを借りて、実戦形式で練習しています。クラブ活
動のため部活動のように毎日活動するのではなく、週に１回なの
で、勉強との両立やアルバイトをすることができます。部員は先
輩との距離が近くとても楽しい雰囲気で活動しています。また、
勉強や学校生活の相談にも親身にのってくれます。春には新入

生歓迎会、冬に
はOB戦OG戦
を行い、交流を
深めます。新し
いことにチャレ
ンジしたい人、初心者大歓迎です。今年は女子の部員も増えた
ので男女共、去年の成績を超えるように仲間と切磋琢磨して頑
張っていきます。

フットサル部

キャリアデザイン学科 グローバルキャリアコース 
２年  小川 紗楽

　軽音楽部は、毎日昼休みや空きコ
マの時間に自治会室という場所で練
習をしています。部員は現在、男子６
名、女子16名です。５月には新入生

歓迎会を行い、先輩、後輩関係なく和気あいあいとした雰囲気
で、とても仲良く活動しています。初心者の人もたくさん入部し
ているので、お互い教え合いながら練習をしています。夏休み
前と秋にバンド形式ライブと弾き語りライブがあります。12月に

は襄祭でライブ
を行います。夏
休み前のライブ
は７月に行う予
定で、１年生に
とって初めてのライブなのでみんな緊張していますが、頑張って
練習をしています。とても盛り上がるライブにしますのでぜひお
越しください。

軽音楽部

キャリアデザイン学科 ビジネスキャリアコース 
２年  大塚 愛恵

　みなさん、こんにちは。茶道部で
す。私達は現在、２年生３名、１年生
２名の計５名で活動しています。毎月
第２、第４水曜日に外部の先生をお

招きして、楽しみながら作法を学んでいます。主な活動内容は、
お茶を点てる、作法で使うふくさの扱い･礼儀作法を学ぶ、な
どです。５名中３名が初心者ですが、先生が１つ１つ丁寧に教え
てくださるので、着実に作法が身につきます。昨年度の秋学期か

ら新しくなった
本館３階の和室
は、とてもきれ
いで環境が整っ
ており、より活
動に身が入るようになりました。この環境で活動出来ることに感
謝しながら、今後も茶道部の時間を充実したものにしていきた
いと思っています。

茶道部

男子20名・女子13名／毎週木曜日／体育館

男子６名・女子16名／昼休み・空きコマ／自治会室

女子５名／第２・第４水曜日／本館３階 和室
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新たに仲間に加わった、５人の教員・職員をご紹介します。

新任教職員紹介6

コミュニティ子ども学科 准教授　山田 一典 YAMADA Kazunori

キャリアデザイン学科 専任講師　野口 聡 NOGUCHI Satoshi

コミュニティ子ども学科 専任講師　金山 茉莉花 KANAYAMA Marika

　４月１日よりお世話になっております、金山茉
莉花と申します。同志社女子大学出身の私にとっ
て、新島襄の精神を受け継いだ本学の教員とし
て保育者養成に携わることができるのは、大変
嬉しく光栄なことです。
　担当科目は、「保育原理」、「保育実習」などです。

保育園での勤務経験を活かしながら、理論と実践
の両面からの指導を心がけています。短大での勤
務は初めてですが、学生一人ひとりに『新短で２年
間過ごすことができてよかった』と思って卒業して
もらうことを目標として精一杯努力して参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

　本年度より着任しました、山田一典です。大阪
府出身、専門はスポーツバイオメカニクス、発育
発達、子どもの運動遊びです。
　初の群馬県在住・勤ということで不安ばかり
だったのですが、キャンパス内でどこからともな

　４月よりキャリアデザイン学科の教員に着任い
たしました野口聡と申します。専門分野は、教育
工学、情報教育です。とくに教育工学の観点か
ら、幼児教育・初等中等教育をフィールドに、メディ
アの利活用に関する研究しています。本学で担当
している科目は、「情報処理」、「ITデータ分析」、

く聞こえてくる大阪弁に安心感を覚え、今では快
適な研究生活を送っております。不断前進の精神
で学園そして社会へ貢献できるよう、研究教育
活動に従事してまいります。

「社会情報論」などの主に情報に関わる内容です。
　近畿圏を離れて生活をするのは初めてなので、
言葉の違い、生活環境の違い、そして気候の違
いに、日々戸惑っています。私自身、戸惑うことも
多いですが、学園の一員として、学生の支援がで
きるように頑張ります。

入試室事務職員　中澤 絵美子 NAKAZAWA Emiko

　４月より学務課入試室に着任しました。新島学
園高校を卒業して以来、母校に携わることができ
うれしく思います。「与えることは最高の喜びで
ある。他者に喜びを運ぶ人は、それによって自分
自身の喜びと満足を得る」といったのはウォルト・

ディズニー。人の心を動かすために、ストーリー
性のある「しくみ」づくりを意識して業務に邁進し
たいと思います。入試広報においても、関係する
方々の笑顔のために、自分自身も楽しみながら新
島学園の発展に尽力してまいります。

入試室事務職員　柳澤 久美 YANAGISAWA Kumi

　４月から入試室でお世話になっている柳澤と申
します。以前は金融機関で預金業務や事務指導
業務を担当しておりました。加算機（電卓のような
機械）の早打ちが得意です。
　私自身、新島学園短期大学キャリアデザイン学
科を卒業後、編入学を経験しております。この経

験が学生の皆さんのお役に立てると嬉しいです。
　現在は未経験の業務で勉強の日々ですが気持
ちを新たに、学生の皆さんのフレッシュさを頂き
ながら新島学園短期大学をより皆様に愛されるよ
うな大学にすべく微力ながらも努力したいと思い
ます。ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。
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父母の会・後援会 新役員紹介7

父母の会 新役員紹介 後援会 新役員紹介
　6月1日、新島学園短期大学父母の会
総会が行われ、2019年度の役員が以下
のように決定しました。

　6月25日、新島学園短期大学後援会総会が行われ、2019年度の役員が以下のよう
に決定しました。

役　職 お名前（学科）

会　　長 新井和明様
（キャリアデザイン学科2年）

副  会  長 大野晋吾様
（キャリアデザイン学科１年）

〃 矢野健治様
（キャリアデザイン学科1年）

会計監事 林 良江様
（キャリアデザイン学科2年）

〃 相川江利子様
（コミュニティ子ども学科１年）

幹　　事 茂木京子様
（コミュニティ子ども学科２年）

役　職 お名前（所属）

会　　長 松本修平様
（株式会社糸庄）

副  会  長 小林正明様
（株式会社コムテックス）

〃 富田南海子様
（ラジエ工業株式会社）

〃 松本長光様
（株式会社総合電子計算センター）

理　　事 天田清之助様
（サンデンホールディングス株式会社）

〃 石井繁紀様
（株式会社石井設計）

〃 上原将智様
（上原写真館）

〃 菊地政一様
（榛名電子株式会社）

〃 髙橋達樹様
（株式会社倉屋）

役　職 お名前（所属）

理　　事 滝澤秀行様
（トヨタカローラ高崎株式会社）

〃 陳 美穂様
（有限会社高崎保安機材）

〃 深澤芳和様
（大橋サイン株式会社）

〃 藤澤 星様
（株式会社フジサワ）

〃 茂木克仁様
（株式会社モテキ）

〃 八木議廣様
（八木工業株式会社）

〃 湯川嘉昭様
（株式会社湯川工務店）

監　　事 島津文弘様
（島津会計税理士法人）

教員業績紹介 本学教員による著書・CDをご紹介します。

『これからの保育と教育
–未来を見すえた人間形成–』

八千代出版
2018年5月刊
124頁

渡邊 哲也  他著

子どもとは何か、保育・教育とは何か。こういう
ことについて、いつ頃から、どのような人々が関
心を示し、どのように考えて今日に至ったのかを、
欧米と日本における保育・教育のはじまりとその
変遷の流れを追いながら、保育・幼児教育に大
きな影響を与えた人物とその思想を概説した。

『はじめて学ぶ人のための
国語科教育学概説 小学校』
増田 泉  他著

分かりやすく、力がつく
国語科の指導法につい
て、ポイントをしぼって
説明してあります。より
よい指導法の研究に役
立つ本です。

明治図書出版
2018年6月刊
176頁

『保育者をめざす人のためのこ
とばの表現 –話す・聞く・書く–』
増田 泉  他著

保育者を目指す人に必
要な「話す・聞く・書く」
が基礎から応用まで学
べる本です。練習問題も
多く、卒業後もぜひ使っ
てほしい本です。

建帛社
2019年4月刊
120頁

『大学生のための国語表現』

増田 泉  他著

「論理的な思考力・表現
力」が身に付くように、
基本的な文章構成から、
引用・参考文献の示し
方まで段階を踏んで説
明しています。

東洋館出版社
2019年5月刊
104頁

『菅原明朗 器楽作品集』

ミッテンヴァルト
2018年5月発売
MTWD-99065

澤田 まゆみ  （ピアノ）他

菅原明朗（1897-1988）は明石生まれ
で、同志社大で音楽指導や講義も行っ
た作曲家。収録曲はピアノ曲《白鳳之
歌》、ヴァイオリンやチェロの独奏曲、
ヴァイオリンとピアノのための《バラー
ド》他。
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キャリアセンターだより8

就職活動順調にスタート 今後の主な行事について
　選考活動がスタートし、県内外の優良企業から内定を頂くこ
とができました。

　キャリアセンターでは募集要項や過去の試験問題など編入
に関する情報を保存しています。９月より１年生対象に進路ガ
イダンスを実施します。キャリアセンターはゼミ教員と協力体制
のもとで学生をサポートしています。　

● 太陽誘電 13名
● 積和不動産関東
● ベイシア
● とりせん
● タカサワ
● 和田正通信サービス
● ワコール
● トヨタ部品群馬共販
● ハンプティーダンプティー ２名

● NEXUS
● はが歯科医院
● 日本郵便
● 東和銀行 ２名
● トヨナガ
● 関東西濃運輸
● OPENER
● アイオー信用金庫

　キャリアセンターはゼミ教員と連携し親身になって進路支援
を行っています。
　求人票もたくさんあります。気軽に相談してください。
　キャリアセンターは研究棟１階にあります。

● 高経大編入直前補習 ８月19日（月）〜（予定）
● 公務員直前補習（１年生も参加できます） 
　８月19日（月）〜（予定）
● 三短大合同企業説明会  10月中旬開催（予定）

　（会場：育英短期大学）

スケジュール

◎ 就職内定先（７月5日現在）

スタッフ一同、お待ちしております。
（キャリアセンター直通電話番号：027-326-6161）

新島短大

2019年度 オープンキャンパス・入試説明会

BLOG
広報スタッフ

  検 索

第３回  7月21日（日） 第４回  8月３日（土） 
第５回  8月17日（土）  第６回  9月１日（日）

welcome にいたん
― 広報室だより ―

就職にも進学にも強い新短。その理由をお伝えします！

※ 学食無料体験・かき氷サービスも行っています！ 
　 詳細は本学 HPをご覧ください。

開催時間
10:00～13:30

この他にも様々な入試を実施しております。詳細は、本学 HPまたは学生募集要項をご覧ください。

第１期  【試験日】8月16日（金）  【エントリー期間】8月   1日（木）〜8月6日（火）
第２期  【試験日】9月  7日（土）  【エントリー期間】8月26日（月）〜9月3日（火）

2020年度 入試日程

AO入試

第１期  【試験日】11月16日（土）  【出願期間】11月1日（金）〜11月   7日（木）
第２期  【試験日】12月14日（土）  【出願期間】12月2日（月）〜12月10日（火）

推薦入試
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各行事についての詳しい内容は、随時ホームページに掲載予定です。

今後の行事予定
お問い合わせ  027-326-1155（代表）
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高校生対象 公開講座 NIITAN こどもフェス

　今年度の公開講座は、将来の生き方、働き方について考える
高校生を対象とした公開講座です。第一部は本学教授が講師
を務め、「職業興味検査」を通して仕事について考えます。第二
部は５人の講師をお招きし、これまでの人生、これからの人生
を語っていただきます。

　コミュニティ子ども学科の学生
が、日頃の学修成果を幼児・児童に
提供するイベントです。このイベント
を通して、幼児・児童にも新たな「学
び」や「気づき」が期待できるプログ
ラムを用意しています。［日時］7月27日（土） 10：00～12：00

「将来の仕事について考えよう！ ～これからの進路と職業～」

■ 第一部  10：00～10：40
「仕事について考えたことある？」
講師：本学教授  駒田 純久

■ 第二部  10：50～12：00（1講座30分、2講座選択）
❶ 「病棟保育士とは ～子どもと医療を繋ぐ保育士～」

講師：群馬県立小児医療センター看護部保育士リーダー  
浅見 真生さん

❷ 「どんな自分に会えるかな？ ～働く、遊ぶ、楽しむ～」
講師：周藤 千春さん

❸ 「自分探しの旅の途中の君たちへ ～フォロワーシップを携
え未来へ～」
講師：株式会社エスティビー代表取締役  杉﨑 由里さん

❹ 「“全国初”誰もが笑顔になれる、地域で育てる食品リサイ
クルプロジェクト」
講師：ヒロパックス株式会社代表取締役  広瀬 雅美さん

❺ 「常識が変わり続ける時代に変えなければならない事と変
えてはいけない事」
講師：株式会社ソウワ・ディライト代表取締役
渡邉 辰吾さん

［日時］
８月８日（木）  10：00～13：00

［主なプログラム］
●「ボールを使って遊ぼう」
●「スプラッシュタイム」
●「ピアノにさわってみよう」

●「カラダの中を覗いてみよう」
●「カラフルトンネルをつくろう」
●「水族館をつくろう」

チャイルド広場　

　本学コミュニティ子ども学
科が中心となって運営してい
る子育て支援活動です。

［日時］
❶ ８月８日（木） 

10：00～12：00
「音あそび」

❷ ９月19日（木） 10：00～12：00
「幼児期から始める家庭での性教育」

『上毛教界月報』を読む会

　「非戦の牧師」として知られる安中教会第５代牧師・柏木義
円の発行した「上毛教界月報」の読書会です。

　アドヴェント（クリスマス準備期間）の始まりを、クリスマス・
ツリー点灯式でお祝いしましょう。

［日時］ 第二回 10月 4日（金） 14：00～16：00
　　　 第三回 2月22日（金） 14：00～16：00

キリスト教文化週間

■ 特別チャペル・アワー（本学 礼拝室）
❶ ［日時］ 10月８日（火） 10：40～12：10

講話：金 斗鉉（イラストレーター・日本基督教団川崎教
会信徒）

「教会堂の画家」として有名な金氏から、ボランティアとし
てこの10年、ネパールの子どもたちと「お絵描き教室」を
開催してこられた経験談を伺います。（10月18日（金）ま
で特別展示「金 斗鉉　絵本『聖書物語：クリスマス』原画
パネル展」も、グレースホールにて開催します。）

❷ ［日時］ 10月15日（火） 10：40～12：10
講話者については交渉中です。

クリスマス・ツリー点灯式

［日時］11月19日（火） 16：45～17：15
［場所］ グレースホール
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