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卒業式
3月18日、
「2019年度卒業証書・学位記授与式」を本学にて行いました。
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卒業式

3月18日、
「2019年度卒業証書・学位記授与式」を本学にて行いました。キャリアデザイン学科136名、コミュニティ子 ども学科
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新島学園短期大学2019年度卒業生の皆さん、この度はご卒

学長

卒業生の皆さん、皆さんのご卒業を心よりお祝いいたします。

業おめでとうございます。本日皆さんが手にされた学位記は、そ

新型コロナウィルス感染症の広がりにより、一人一人に卒業証

れぞれの学業を終えられた証であります。ここまでの皆さんの

書を渡せなかったことは大変残念ですが、皆さんのこれから

努力を称え、心から敬意を表したいと思います。

の歩みの上に、神の豊かな祝福があることをお祈りいたします。

今年度はいつもとは違う、当たり前でない学位授与式を縮小

皆さんのこれからの人生には、今回のように予期せぬ事態

したかたちで開催することになってしまい、大切に育まれてこら

になるということがあります。キャリアの研究者も、人生は８

れたご家族の皆様の立会いもなく、このようなかたちで、皆さん

割の偶然によってできているといっています。予期せぬ事態

を母校から旅立たせることに対して大変苦しい思いで一杯であ

に遭遇した時に、慌てたり、嘆いたりするのか、それとも、一

ります。よく当たり前なことは実は当たり前ではないと言うこと

つの成長の機会ととらえて前向きに、粘り強く取り組むかで、

があります。何も変化がない当たり前な毎日が続いていると、こ

大きな結果の違いが出てくるといっています。聖書にも、
「苦

の意味はよく理解できないものです。

難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」とあります。

勉強するという行為もこれまでは自己実現のためであったり、

また、
「いつも喜んでいなさい」という言葉もあります。環境

学ぶ学問の分野の発展、社会で抱えている課題の解決のため、

は変えることができませんが、皆さんの受け止め方は変えるこ

平和に寄与するためであったりと、いろいろな意味があるかと

とができます。半分の水の入ったコップを見て、もう半分しか

思いますが、最近僕は勉強の目的とは「生きるため」ではないか

ないと思うのか、まだ半分あると思うかで、心の持ちようは変

と思っています。生きるということは与えられた命が過去から未

わってきます。人間は持っている能力の３%しか発揮していな

来に繋がることです。今回いつも通りの卒業式を行うことがで

いと言われています。眠っている97% の能力を、心の持ちよう

きませんが、今この時を共に刻んでいくこととは後に我々共通の

で発揮させることができるならば、どんな壁も乗り越えられる

過去になります。そしてこの特別な経験が我々の未来に繋がっ

はずです。皆さんの人生の主役は、皆さん自身です。自分の幸

ていきます。同じ過去を持つ者が未来を形作っていくことが出

せ、そして周りの人たちの幸せのため、どんな時でも希望を見

来る。これはキリスト教の教えでも語られています。

出し、喜んで歩んでいってください。

私はいつも皆さん一人ひとりの心と体の健康が守られますよ

卒業生の皆さん、いつでも母校を訪ねてきてください。私た

う祈っています。そして学びを通して生きる術を備えていくこと

ちは、精一杯、皆さんの人生を応援します。どうぞ皆さんも、

が出来るように、そして皆さんの命を次の世代に繋げていくこと

新島学園短期大学を応援してください。

が出来ますように祈っています。
皆さんは新島学園にとって未来です。改めましてこの度は卒
業おめでとうございます。

改めまして皆さんのご卒業を心よりお祝いし、これからの皆
さんの人生がワクワクした豊かな人生となることを心よりお祈
りいたします。

ニティ子 ども学科39名の計175名が新たなスタートに期待を膨らませ巣立ちました。

卒業生答辞

卒業生答辞

キャリアデザイン学科

コミュニティ子ども学科

矢内 夏乃

今井 優里

卒業生代表

私達は、二年前の春、この新島学園短期大学の一員として、

卒業生代表

卒業という節目を迎える今、これまでの学生生活と、待ち

新しく踏み出しました。入学当初は、環境の変化に慣れず戸

受ける未来への想いが募ります。振り返れば二年前、胸いっ

惑うこともありましたが、先生方のご指導や職員の皆様から

ぱいの希望とそれと同じくらいの不安を抱えて、新島学園短

のサポートのおかげで、学業に専念することができました。ま

期大学に入学しました。初めは、慣れない教室移動や授業の

た、授業や学校行事を通して、互いに高め合える友人と出会

長さに戸惑い、膨大な教科書を受け取った時にはこの先やっ

い、同じ目標を持った仲間から良い刺激を受け、全力で編入

ていけるだろうかと案じました。しかし、そんな気持ちもいつ

試験に臨みました。

しか消え、充実した学生生活は瞬く間に過ぎていきました。

二年間の学生生活では、オープンキャンパススタッフ、文化

充実した学生生活の中でも、時には挫折しそうなことや、

祭実行委員、ボランティア活動など、様々な挑戦をしてきまし

思い通りにいかないこともありました。課題やレポートに頭を

た。中でも、オープンキャンパススタッフは、先輩からたくさん

悩ませたり、実習では現場の先生方の指導力に圧倒され、自

のことを学び取り、それを後輩に教え伝えるという貴重な経

分は保育者に向いているのだろうかと行き詰まり、懊悩する

験ができ、忘れられない思い出の一つとなりました。いろいろ

日々でした。しかし、そんな困難を乗り越えられたのは、同じ

な活動をする中で、自分自身の未熟さを痛感した反面、新たな

目標に向かって切磋琢磨しあう仲間がいたからです。逃げ出

自分の発見もあり、視野が広がりました。学校や地域のため

したくなりそうな時も、
「みんなも頑張っているから私も頑張

に、自分が少しでも力になれたことを大変嬉しく思っています。

ろう」と自分自身の糧になりました。この大学に入学しなけれ

これらの活動や編入試験の目標を突破できたのは、一人ひ

ば、出逢うことはなかった仲間たち。素晴らしい出逢いに感

とり熱心にご指導してくださった先生方、いつもそばにいてく

謝し、また、自信を持って一生涯にわたる財産を得ることがで

れた友人の存在があり、自分一人で立ち向かっていたわけで

きたと言えます。

はありません。志を共にする仲間は、何よりも大切で心強い存

これから私たちは、人間形成の基礎を培う保育の仕事に誇

在でした。新島学園短期大学で出会った友人、先生方、共に

りを持ち、現場へと旅立ちます。大きな壁に立ちはだかって

過ごした時間は、本当にかけがえのないものとなりました。こ

も、この二年間での学びや出逢いを思い出し、一歩一歩進ん

こで学んだことを活かし、自分自身のステップアップにつなげ

でいきたいと思います。

ていきたいと思います。
最後になりましたが、いつも優しく丁寧にご指導、ご支援
くださった諸先生方、職員の皆様、支え合い励まし合ってきた
友人、そして、どんな時も一番近くで見守ってくれた家族、す
べての皆様に、卒業生を代表して、改めて御礼申し上げます。

最後になりましたが、今日まで私たちを温かく見守り、ご指
導して頂いた諸先生方、また様々な面において支えてくださっ
た職員の皆様、友人、家族に心より感謝申し上げます。
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襄祭
12月21日、
“真夏のクリスマス～キセキを創れ～”をテーマとした第37回襄祭が行われました。

コミュニティ子ども学科 １年 内山 愛玲
2019年新島学園短期大学学園祭（襄祭）は、沢山の
方にお越し頂き、無事終えることが出来ました。今年は
「真夏のクリスマス」をテーマとし、装飾などにもこだわ
りが見られました。学生一人ひとりが様々な思いを持ち
作り上げた襄祭は、真夏のように熱く盛り上がる一日だったと思います。両学科
がそれぞれの良さを存分に発揮し、より良い物ができました。私が参加した仮
装コンテストでは、授業での学びや実習の経験を生かし、個性溢れる仮装が見
られました。来年も沢山の方々に楽しんで頂ける学園祭にしていきたいです。
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キャンドルライト・サービス
「ハレルヤ・コーラス学生合唱団」や学生奉仕者による聖書朗読、賛美歌でクリスマス物語をたどる礼拝を捧げました。

キャリアデザイン学科 ２年 関根 わか
キャンドルライト・

す。私はこのキャンドルライト・サービ

サービスは、クリス

スに参加するのは２回目ですが、聖歌

マスイブの日に行わ

隊として参加するのは初めてでした。そ

れる礼拝です。

のためとても不安でしたが、終わった後

新島 学園短 期大

「聖歌隊の歌声がとても綺麗だったよ」と褒めてくれる方も居て

学ではこれを襄祭の日に合わせて行いました。この礼拝では暗

安心し、とても嬉しかったです。今回のキャンドルライト・サー

闇の中で参加者一人ひとりが小さなライトを持って行われるの

ビスは聖歌隊にとって１年で一番大きな舞台であり、私にとって

で普段の礼拝とは異なる特別な雰囲気を味わうことができま

忘れられない特別な時間になりました。
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国内スタディツアー
2月12日から16日まで新島襄ゆかりの地である京都で国内スタディツアーを行いました。

キャリアデザイン学科 ２年 吉川 圭市
今回のスタディツアーでは、４泊５日で京都を巡りま
した。新島襄の足跡を中心に礼拝堂や教会等を見た
り、町家を利用した京都の街を見て回ったりし、京都
の背景にある長い歴史や、人々の活気などを感じるこ
とができました。京都市は古都としての歴史もさることながら、街で商う人々が
様々なことをしている様子が見て取れ、歩いているだけでも楽しい街でした。
今回京都における教会の歴史や、まちづくりのヒントなど様々な発見や経験を
得ることができました。この経験を生かして今後も精進していきたいです。
4
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事例発表
2月12日、高崎市産業創造館にて行われた「市内私立大学・短期大学連携事例発表会」に参加し、ゼミと授
業で研究した内容について発表を行いました。

キャリアデザイン学科 １年 生駒 柚
私たちは政策形成ワークショップでの学びを契機と
して、
「地方創生☆政策アイデアコンテスト」への応募に
向け、RESAS を用いた LRT の研究を進めてきました。
データから読み取れることを推察し、高崎市と安中市の
交通について調べるうちに、特産物や観光施設だけでなく交通の面から地域活
性化が可能であることを学びました。また、交通弱者の移動手段の構築が必要

事例発表会

であることを知り、公共交通機関の重要性を改めて実感できました。
さらに、発表の質疑応答を通して、より突き詰めた研究ができることがわかり、
新たな視点から地域の交通について興味を持ちました。今後も地域の現状や課
題について、データを活用しながら追究していこうと思います。

キャリアデザイン学科 １年 石野 奈々世
私たちは秋学期が始まった９月から、地域活性化の意

政策形成ワークショップ（みどり市・草木ダム）

味、成功した地域の要因、地域の問題解決方法等を研
究しました。その後、草津町を１つの事例として、課題を
調べ、仮説を立て、現地で調査を行い、解決策を考えま
した。10人の履修者が「情報」
「暮らし」
「働き手」の３つの班に分かれ、それぞれ
の分野を研究しました。今回は調査と提言だけで終わってしまいましたが、発表
後の講評でも言われたように、地域の問題解決や活性化案を実行するところま
でできなければただの学習であり、地域貢献はできていません。そのため、今回
の研究の中で得た経験をボランティア活動や、編入や就職をした後に活かせるよ
プロジェクトワークショップ（草津温泉）

う、今後も学習を続けようと思います。
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保育実習
コミュニティ子ども学科の1年生が保育所実習に参加しました。

コミュニティ子ども学科 １年 羽鳥 菜月
私は、渋川こばと保育園で実習を行

して絵 本の読み

いました。始まる前は不安が大きかっ

聞かせをしたり、

たですが、保育園の子どもたちの生活

子どもの 歌の 伴

や保育者の仕事について楽しく学ぶこ

奏をしたりしまし

とができました。
12日間の実習で、年少クラスの通常保育と延長保育や土曜保
育時の縦割り保育を経験しました。保育の観察を通して、子ど
もが遊ぶときや散歩のときの安全面への配慮の重要性や子ど
もの自主性を重んじる大切さを学びました。また、部分実習と

た。子どもの前に
立つ経 験を積む
ことができ、課題を見つけることができました。
今回の実習で学んだことや経験したことをこれからの勉強や
実習に活かしていきたいと思います。
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進路報告
希望を胸に新たなステージのスタートラインに立った3名からのメッセージです。

太陽誘電株式会社

積水ハウス不動産
東京株式会社

キャリアデザイン学科
２年 廣多 美穂

キャリアデザイン学科
２年 篠原 真由

ぐんま幼稚園
コミュニティ子ども学科

２年 髙畑 奈々子

３月から就職活動を始め、合同企業説

就職活動では、説明会に何度も参加

私は春から念願の保育者としてぐんま

明会や会社説明会に参加したり、学校に

し、多くの企業の選考を受けました。そ

幼稚園でお世話になります。ぐんま幼稚園

届く求人票を見て自分に合った仕事は何

の際、ゼミの先生やキャリアセンターの

では、沢山の子ども達が元気に遊んでい

かを考え、悩みました。そんな時、キャリ

方々が履歴書の添削や面接練習を何度も

る姿が見られます。そんな子ども達とこれ

アセンターの方に相談に乗っていただい

行って下さり、内定を頂くことが出来まし

から一緒に成長していけると思うと、想像

たり、履歴書の添削や面接練習をしてい

た。一人ひとりの学生に親身に向き合い、

するだけで今からとてもわくわくします。

ただいたりととてもお世話になりました。

手厚くサポートをして下さることは、新島

保育士という職業は、子どもの成長を近く

その後キャリアセンターに求人票が来て

学園短期大学の魅力の１つだと思います。

で感じることができるという素晴らしい職

いた太陽誘電株式会社に魅力を感じ入

私はスタッフ職としての採用で、営業担

業です。短大生活の２年間で、チャイルド

社試験を受け、内定をいただくことがで

当者のサポートが主な業務です。
「会社の

広場、
「保育・教職実践演習」などを通して

きました。また本学からは私を含め多く

顔」である事を忘れず、お客様一人ひとり

得た知識、スキル、姿勢、考え方を、４月

の内定者がいます。勤務地は違うかもし

に丁寧な対応を心掛けたいです。また、春

からはぐんま幼稚園で思う存分活かした

れませんが、とても心強いです。入社前に

から新社会人として何事にも他責にする

いと思います。この職業に就けることを誇

できる準備をしっかりと行い、新社会人と

のではなく、自ら積極的に行動し１日でも

りに思い、子どもたちの記憶に残る保育

して精一杯頑張りたいと考えています。

早く業務を覚えられるように頑張ります！

者として頑張っていきたいと思います。
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進路状況
編入学では群馬大学や高崎経済大学など昨年同様多くの合格者を出すことができました。
また、就職でも上場企業や県内の多くの優良企業に内定をいただきました。

キャリアデザイン学科

（2020 年３月31日現在）

公務員（関東信越国税局・渋川市役所〔2名〕）／太陽誘電㈱〔12名〕／パナソニック㈱ライフソリューションズ社〔2名〕／日本郵便㈱／㈱ワコール／㈱
東和銀行
〔2名〕
／群馬振興㈱／㈱東京海上日動パートナーズ EAST／アイオー信用金庫／利根電気工事㈱／積水ハウス不動産東京㈱／㈱ベイシア
〔2
名〕／㈱ヤマダ電機／㈱ハンプティーダンプティー〔2名〕／㈲ハートマーケット／㈱トヨナガ〔3名〕／トヨタ部品群馬共販㈱／太田物産㈱／㈱小泉／㈱フレッセイ／
㈱とりせん／㈱ヨコオデイリーフーズ〔2名〕／相模屋食料㈱／㈱田村屋／ NEXUS ㈱〔2名〕／関東西濃運輸㈱／高崎自動車販売㈱／㈱ワールドコンストラクション
／㈱クスリのマルエ／㈱クスリのアオキ／㈱タカラコーポレーション／㈱コーワパートナーズ／㈱タカサワ／大旺工業㈱／佐波伊勢崎農業協同組合／甘楽富岡農業協
同組合／あがつま農業協同組合／日本ハイコム㈱／（一財）榛名荘／はが歯科医院高崎／（医）清水内科／（福）あんなか福祉会／㈱出雲／㈱グリッターイノベーショ
ン／ CLINKS ㈱／㈱ OPENER ／シービスケット（同）／㈱ムジャキフーズ／㈱和田正通信サービス／ ALSOK 福島㈱／㈱小林茂商店

就 職

群馬大学 社会情報学部〔20名〕／高崎経済大学 地域政策学部〔11名〕／同志社大学 経済学部／法政大学 キャリアデザイン学部／駒澤大学 経済学部
／東京経済大学 経営学部／聖学院大学 政治経済学部／東京福祉大学 心理学部〔２名〕
・教育学部／帝京大学 法学部／東北公益文科大学 公益学部／
育英大学 教育学部／日本大学 商学部（通信）

編 入

専門学校

群馬県美容専門学校／東洋美術学校／東日本栄養医薬専門学校

コミュニティ子ども学科

（2020 年３月31日現在）

ぐんま幼稚園〔4名〕／冷水かがやきこども園〔3名〕／すみよし幼稚園／上武大学附属幼稚園／いちごばたけ幼稚園／敷島幼稚園／聖クララ幼稚園／南
幼稚園／蓬莱もみじ幼稚園／玉村おひさま保育園／成田山保育園／中央大橋保育園／一の宮保育園／第2のぞみ保育園／つばさ保育園／（福）二之沢
愛育会／（福）はるな郷／（福）大平台会／（福）光の里／子どもの家／㈱モード・プランニング・ジャパン／㈱ポピンズ〔6名〕／太陽誘電㈱／㈱ヤマダ電機／㈱マーキュリー

就 職

編 入
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東京福祉大学 社会福祉学部

welcome にいたん

広報スタッフ

BLOG

― 広報室だより ―

新島短大

検索

2020年度 オープンキャンパス・入試説明会
就職にも編入にも強い新短ってどんなところ？ 新短をよ
り身近に体感できるオープンキャンパスを開催します！
● ５月 30 日（土） ● ６月 27 日（土）

オープン
キャンパス

● ７月 18 日（土） ● ８月 １ 日（土）

● ８月 22 日（土） ● ９月 ５ 日（土）
● 2021年３月６日（土）

入試説明会

● 2021年１月 23 日（土）

※詳細が決まり次第本学 HP に掲載します。

学生スタッフ紹介
新短には、オープンキャンパスや学校見学など様々なところで活躍する学生スタッフがいます。
新短が大好きで、魅力をたくさんの人に知ってもらいたい！！という熱い思いを持った学生ばかりです。
今回は2020年度学生スタッフのリーダーたちをご紹介します。
キャリアデザイン学科 １年 須賀 翔也（写真中）
オープンキャンパスに来てくださる高校生や保護者の方に新島学園短期大学の良さを伝え
られるために頑張ります！ 誰もが楽しいと思えるような笑顔溢れるオープンキャンパスに
し、少しでも高校生や保護者の方の力になれれば嬉しいです！ オープンキャンパススタッ
フ全員でお待ちしております！！

キャリアデザイン学科 １年 橋爪 美乃（写真右）
新短の良さを多くの高校生・保護者の方に伝えられるように、笑顔でオープンキャンパスを
作り上げていきます♪「新短って素敵だな」と思っていただけるよう、オープンキャンパスや
学校見学会でお待ちしております！ スタッフ一同頑張りますのでよろしくお願いします！！

コミュニティ子ども学科 １年 内山 愛玲（写真左）
私たちは、コミュニティ子ども学科の良さでもある「笑顔」と「元気」を忘れずに、明るいオープンキャンパスになるよう努めています。
今年は両学科の良さを合わせ、さらに盛り上がるオープンキャンパスにしていきます！

新校舎完成間近
5月末の完成を目指し、着々と工事が進んでおります。

3月12日現在

完成予想図（外観）

完成予想図（内観）
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10 退任の辞
3月をもってキャリアデザイン学科の小林俊哉学科長、コミュニティ子ども学科の増田泉専任講師、金山茉莉花
専任講師、キャリアセンターの内藤江理子さん、4名の方がご退職されました。大変お世話になりました。
皆様の今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

退任にあたって
高校の時出合った、というより
「ゆめゆめ忘

が載せられていることは有名である。
「一代

れるな」と当時誰かに言われた聖句をあらた

過ぎればまた一代が起こり/ 永遠に耐えるの

めて頭の中でくり返している。1955年改訳旧

は大地」から始まり、日も風も川も巡りめぐっ

約聖書の『伝道の書』
「あなたの若い日に、あ

てその道程を繰り返す、とうたわれる。

なたの造り主を覚えよ」の一節である。確か

人生の大きな節目を迎え、若い日に確かに

にわかる、頭では理解できる、ひとときも忘

覚えたと思った造り主に、そして移ろいゆくも

れないで有意義な日々を送ろう、と本当に素

のと同時に、それを支えて「永遠に耐える」も

キャリアデザイン学科

直だった高校聖書研究会の友人たちとうなず

のなどにあらためて考えをめぐらせる。私た

小林 俊哉

き合った。あれから瞬時も時間は途絶せず今

ちがその時間と空間を共有した新島学園短

日に至った。

大が、永遠に「耐える」学校であり続けますよ

教授

ヘミングウェイの
『日はまた昇る』
の冒頭にも

うに。

『コヘレトの言葉』
（旧伝道の書）からの引用

大切な出会いに感謝
中高の教員として７年勤め、一旦退職し、
短大事務職員として３年間お世話になり、新
島学園の懐かしい雰囲気を再び感じられて幸
せでした。
この春からは高崎市職員として働くことに

学園での経験を活かし、市民の方々のために
「地の塩、世の光」となるよう、精進していき
たいと思います。
今日までお世話になりました教職員の皆
様、学生の皆様には心よりお礼申し上げます。

なります。関わりのあった新２年生に支援が

そして、またどこかで新島学園の皆様とお目

できないのが少し心残りですが、まじめでひ

にかかれますことを楽しみにしております。あ

キャリアセンター

たむきな学生さんが、希望した進路を実現で

りがとうございました。

内藤 江理子

きることを期待しております。私自身も、新島

新島での学び
２年間という短い期間ではありましたが、
新島学園短期大学の教職員の一員として、教

襄祭でのやりとりも楽しく、キリスト教や新島

育に携われたことを誇りに感じます。

襄についての教えを得て考える時間をもつこ

授業以外にも質問や補習のために研究室

とができたのも貴重な機会となりました。
「人

に来て、
「分かろう、伸びよう」と学ぶ学生の

一人が大切なり」を忘れることなく、今後も精

皆さんの姿勢がたいへん真剣で、教員として

進したいと思います。

身の引き締まる思いでした。学校の中には挨
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コミュニティ子ども学科

拶が行き交い、時には会話が続く日常も、こ

増田 泉

こに集う学生と教職員が作り出している素晴

専任講師

らしい空間だと思います。わかちあいカフェや

皆様のご健勝と学園の益々のご発展を祈
念いたします。

