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『お店屋さんごっこ』
コミュニティ子ども学科の授業の一環として行われた『お店屋さんごっこ』
。
工夫を凝らした作品が数多く出品されました。

発

行

新島学園短期大学 入試委員会
（高崎市昭和町53）
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秋学期授業（対面）
新型コロナウィルス感染症対策を徹底し、９月４日から対面授業を開始しました。

対面授業の様子

対面授業の様子

パーティションで仕切られた教室

パーティションで仕切られた食堂

キャリアデザイン学科

キャリアデザイン学科

１年 山中 梨帆

秋学期になり対面授業が開始され、やっと学校に通うことが

秋学期になり、遠隔授業から対面授業に変わりました。画面

できました。今まで画面の中でしか会えなかった新しい友人や

越しでしか会うことができなかった先生や友達と実際に関わ

先生に会うことができ、期待と緊張感の中、大学生になれたん

ることでき、充実した学生生活を送っています。

だという実感が湧いてきました。
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１年 須藤 愛未

対面授業になってから、授業内でわからなかった点や疑問

先生方が既に私の名前を覚えてくれていたことも、とても嬉

点などを直接先生に聞くことができるので、すぐに解決できる

しかったです。色々な行事がなくなり残念ではありますが、今で

環境となりました。また、本学の魅力である「アットホームな雰

は友人と勉強したり、会話を楽しんだり、サークル活動に励ん

囲気」、
「先生と学生の距離の近さ」を実感でき、良い環境の中

だりと毎日新鮮で、充実したキャンパスライフを過ごしています。

で楽しく過ごせています。

2

実習報告
コミュニティ子ども学科の学生が実習に参加しました。

コミュニティ子ども学科
２年 根本 莉緒
実習先

認定こども園

ぐんま幼稚園

私は、コミュニティ子ども学科の福島先生が園長を務めるぐ
んま幼稚園で実習を行いました。今回は1年次の観察実習を

コミュニティ子ども学科
１年 森 澄夏
実習先

認定こども園

むつぎ幼稚園

私が初めて行った実習は、コロナ禍ということもあり、通常
の半分の５日間という短い期間でした。

踏まえて臨む、部分実習と責任実習でした。責任実習では、予

私が今回の実習で学んだことは一人ひとりに合った対応をす

想していなかった子どもの行動に慌ててしまうことがありまし

ることの難しさです。実習中、保育士が泣いている子どもに目

た。なんとか対応しましたが、子どもの様々な動きを予想し行

を向けていないように感じた事がありました。しかし、それは

動しなければならないと改めて実感しました。また、家では弾

保育者が子ども一人ひとりとしっかり向き合い、信頼関係を築

くことができたピアノも子どもを目の前にすると間違えてしま

いた上での見守る行動だったと気付き、保育の奥深さを感じる

い、現場での難しさを感じました。今回の実習での経験を糧

と共に、自分の未熟さを痛感しました。

に、自分の目指す保育者像を今よりさらに明確にしたいと思い

そのため、どんな子どもにも対応できる知識と経験が必要であ
ると感じています。今回の経験をしっかり活かしていきたいです。

ます。

コミュニティ子ども学科
２年 相川 瀬里奈
実習先

認定こども園

ひよこプリスクール

私はひよこプリスクールで12日間保育実習を行いました。実

コミュニティ子ども学科
１年 木立 玲実
実習先

高崎市立

高崎幼稚園

私は、高崎市立高崎幼稚園で初めての実習を行いました。

習前、具体的に目標を立てたことにより、子どもたちと積極的

５日間という短い期間での実習でした。緊張や子どもと仲良く

に関わり、保育者としての役割を学ぶことが出来ました。12日

なれるか不安が大きいまま実習が始まりましたが、子どもたち

間の実習で０歳児から５歳児クラスと土曜保育の異年齢児保

の明るい笑顔や元気な歌声を聞いていると、緊張や不安が消

育を経験しました。今回の実習では５歳児で責任実習をさせ

え自分自身も楽しく学ぶことができました。観察を通して、子ど

て頂き、年齢が大きくなるにつれ
〝自分のことは自分でやる〟と

もたちと遊ぶ時の安全面への配慮の重要性やコロナウイルス

いう意識が芽生えることが分かり、保育者は必要に応じて援

感染症への対処方法など、今の時期だからこそ学べたことが

助することが大切だと深く学びました。

多くありました。子どもたちの前に立って読み聞かせや手遊び

実習で学んだ〝明るく笑顔で〟の言葉を忘れず、就職先でも

をすることで、自分の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

活かしていきたいと思います。

に活かし、課題に取り組んでいきたいと思います。

認定こども園ぐんま幼稚園

認定こども園ぐんま幼稚園
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就職内定
希望していた企業に内定をいただき、夢をかなえた学生の声を紹介します。

キャリアデザイン学科

キャリアデザイン学科

２年 田中 萌衣

２年 有坂 昌駿

パナソニック
（株）
ライフソリューションズ社 内定

（株）カインズ 内定

私が本格的に就職活動を開始したのは４月です。今年は例

私は四年制大学への編入学を目指して新島短大に入学しま

年通りのスタートが切れず、不安でいっぱいでした。しかし改

したが、２年生になってコロナウイルスが流行し、進学するよ

めて自分と向き合う時間が増えたことで、将来何をしたいのか

りも就職した方がよいと考え、就職活動を始めました。コロナ

を明確にすることができました。ゼミの先生に履歴書を添削し

禍でも幸いなことに内定を頂けたのは、面接練習や ES の添削

ていただき、持ち前の明るさと対応力を活かし面接に挑みまし

などサポートをして下さったキャリアセンターの方々、どこの企

た。内定をいただくことができたのは、不安に押しつぶされそ

業を受けるか相談に乗って頂いた先生、私生活をサポートして

うな時、家族や友人が支えてくれたおかげです。とても感謝し

くれた家族、友人のおかげです。卒業後も人との繋がりを大切

ています！

に頑張ります。

キャリアデザイン学科
２年 松浦 佐和

しののめ信用金庫 内定

コミュニティ子ども学科
２年 保科 萌夏

（福）甘楽育徳会
児童養護施設こはるび 内定

私は１年生の２月から企業説明会に積極的に参加し始めま

「子どもたちを笑顔にしたい」という幼い日の夢を叶えるべ

した。就職活動は、初めてのことばかりな上、コロナの影響も

く、２年間保育を学んできました。その学びの中で、自分のな

あり不安なことがたくさんありました。しかし面接練習や履歴

りたい姿が児童養護施設で実現できると気付きました。また、

書の添削を何度もしていただいたり、相談に乗っていただいた

ボランティアや実習を通し、児童養護施設職員の方たちの働く

りと、キャリアセンターの方やゼミの先生など、様々な方が支え

姿に感銘を受けました。その影響を受け、一層勉学に励み内

てくださったおかげで内定をいただくことができました。感謝

定をいただくことができました。学びの姿勢を忘れずに、夢へ

の気持ちでいっぱいです。卒業後もこの感謝の気持ちを忘れ

の一歩を踏み出したいと思います。

ず、精一杯業務に取り組みたいです。

就職内定先
キャリアデザイン学科

2020 年12 月15日現在
太陽誘電㈱
〔10名〕／パナソニック㈱ライフソリューションズ社
〔2名〕
／菱電商事㈱／㈱ベイシア
〔2名〕
／㈱フレッ
セイ／㈱カインズ／佐藤産業㈱／しののめ信用金庫〔2名〕／北群馬信用金庫／㈱本島ビジネスセンター／富士情

報通信㈱／前橋市農業協同組合／多野藤岡農業協同組合／ぐんぎんリース㈱／㈱群馬バス／㈱関東運輸／ ALSOK 群馬㈱〔2名〕／相沢鉄工㈱／榛名
酪農業協同組合連合会／㈱群協製作所／㈱クリハラ／（医）児玉中央病院／（医）恵優会 いせさき西部モール歯科／㈱ニチイ学館〔2名〕／ALSOK 介
護㈱／㈱ぐんま安全教育センター／㈱ globe コーポレーション／㈱馬車道／（有）ビーワイズ／㈱マエザワ

コミュニティ子ども学科

みどり幼稚園／こだま幼稚園／むつみ幼稚園／ねむの木こどもの森／おりーぶの森／明徳幼稚園／田部井幼稚
園／国分寺幼稚園／花園第二こども園／つるがしま白百合幼稚園／祝昌保育園／康保会保育園／㈱モード・プラ

ンニング・ジャパン／わたらせ養護園〔2名〕／児童養護施設こはるび／ビオエナジー㈱託児所／尾島デンタルクリニック
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編入学試験合格
希望していた大学に進学が決まった学生の声を紹介します。

キャリアデザイン学科

キャリアデザイン学科

山形大学 人文社会学部 合格

中央大学 経済学部 合格

２年 加藤 ひなた

高校時代、大学受験がうまくいかず、国公立大学への編入

２年 鶴原 琢真

私は中央大学経済学部に合格しました。志望した理由は、

学を目指し新島短大に入学しました。入学後は主に社会科学

将来やりたいことやそのために勉強したいことが明確に決まっ

関連の科目を学びながら、英検２級とTOEIC の勉強に取り組

ておらず、面接を実施しない大学を受験したかったこと、それ

みました。

から、同大学に所属する友人から勧められたことです。

受験対策では、できるだけ多く面接練習ができるように先

試験科目は英語と小論文でした。英語は本番前の２か月間

生方に協力していただきました。また、志望校の過去問以外に

過去問演習をしました。小論文は１か月間、ゼミ担任の松田先

も様々な小論文問題に取り組み、小論文の書き方を練習しま

生に個別で指導していただきました。

した。支えてくださった先生方や家族のおかげで高校時代か

勝因は、面接試験がなかったこと、併願せずに中央大学の

らの志望校に合格することができたので、感謝しながら編入学

試験勉強に専念できたこと、松田先生に丁寧にご指導いただ

先でも次の目標に向かって頑張っていきたいです。

いたことの３点だと思います。

キャリアデザイン学科

キャリアデザイン学科

群馬県立女子大学
文学部 合格

群馬大学 社会情報学部 合格

２年 上原 あかり

２年 八木 優奈

群馬県立女子大学への編入学を目指し、英語の授業を中心

編入学試験の２ヶ月前から、群馬大学向けの補習や面接練

に履修したり、TOEICや英語検定などを積極的に受験しまし

習が始まりました。補習では、先生が作成してくれた問題を覚

た。コロナの影響で、他大学の編入学試験日が変更になり、

えるまで徹底的に繰り返しました。また、面接練習では、ゼミ

２週連続で編入学試験を受けることになりました。受験対策

の先生が作成してくれたカードを使ったり、面接の様子を撮影

の補講や面接練習が重なりハードなスケジュールでしたが、ゼ

したりしました。

ミ担当の先生やキャリアセンターの方々などのサポートのおか
げで乗り越えることができました。

この２ヶ月間はとても辛かったですが、同じ目標を持つ友達
の頑張る姿から力を貰いました。その他にも学業はもちろん、

入学後は、英語の専門的な知識を深めるとともに、英米文

積極的にボランティアに参加した甲斐もあって、群馬大学に合

化を学ぶことによって国際的な教養も身に付けていきたいと考

格することが出来ました。私を支えてくれた先生や家族、友達

えています。

に感謝したいです。

編入学試験合格大学

2020 年12 月15日現在

群馬大学 社会情報学部〔13名〕／高崎経済大学 地域政策学部〔11名〕／群馬県立女子大学 文学部〔2名〕／岩手
大学 人文社会科学部／山形大学 人文社会科学部〔2名〕／岩手県立大学 総合政策学部〔2名〕／長野大学 企業
情報学部〔2名〕
・環境ツーリズム学部／同志社大学 経済学部〔2名〕
・神学部／法政大学 キャリアデザイン学部〔2名〕／中央大学 経済学部／東京経
済大学 コミュニケーション学部〔2名〕
・経営学部〔2名〕
・現代法学部／日本大学 法学部・経済学部／帝京大学 法学部〔2名〕
・経済学部／杏林大学
総合政策学部〔2名〕／東洋英和女学院大学 人間科学部／聖心女子大学 現代教養学部／跡見学園女子大学 文学部／恵泉女学園大学 人文学部／高
崎商科大学 商学部／群馬医療福祉大学 社会福祉学部〔2名〕

キャリアデザイン学科

コミュニティ子ども学科

大正大学 心理社会学部
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高大連携
安中総合学園高等学校、吉井高等学校との高大連携活動を通して、互いに学びを深めています。

コミュニティ子ども学科 １年 竹内 美紅

コミュニティ子ども学科 １年 平形 奈々美

吉井高校との連携活動の一環として、生徒と一緒に音楽の

安中総合学園高校の生徒の皆さんと一緒に太鼓の授業を

授業を受講し、澤田先生の授業では「歌おうコーナー」を行い

受けました。慣れない環境に慣れない授業だったと思います

ました。吉井高校の生徒さんが見ていたので、子ども役を演じ

が、一生懸命授業に取り組む高校生の姿が見受けられ、とて

るのは少し緊張しました。

も嬉しく思いました。普段触れることのない太鼓を前に、興味

朝倉先生の授業では、保育の現場で使えそうな歌を歌った

津々に見つめる高校生の姿もあれば、楽しそうに太鼓を叩く

り、体全身を使って歌いました。音楽や保育に興味のある生徒

高校生の姿もありました。私も初めて太鼓に触れた時は、バチ

さんが多かったため、みんな綺麗な声で上手に歌っていました。

の持ち方から音の出し方まで何も分かりませんでしたが、今で

多目的講堂でソーシャルディスタンスを保ちながら、歌を通

は普段触れる事の出来ない環境で過ごせる事に感謝をしなが

して交流を深めることができ、有意義な時間が過ごせました。
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ら、日々この授業に取り組んでいます。

ビジネスアイデアコンテスト
12月12日、高崎商科大学にて行われた「第19回 ビジネスアイデアコンテスト」に参加し、
ゼミで研究した内容について発表しました。

コンテストでの発表の様子

授賞式の様子

キャリアデザイン学科 １年 今井 千晴（写真右）

佐藤 美天（写真左）、太田 帆南（写真中）
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今回、駒田ゼミの活動の一環として参

や価格の計算など、形にするために苦労

加したビジネスアイデアコンテストで、奨

しました。書類審査が通った後も、スラ

励賞を頂きました。私たちが考案したア

イドの作成、発表の役割分担など、いろ

イデアは、群馬県内の温泉のサブスクリ

いろな課題がありました。発表当日は緊

プションでした。このアイデアが出てくる

張しましたが、審査員の方々にお褒めの

まで、いろいろなプランを考えては没に

言葉をいただけましたので、大変貴重な

してを繰り返し、その後も、資料の収集

経験になりました。
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研究室だより
専任教員の研究室を紹介します。

キャリアデザイン学科長

前田 浩 教授

私の専門は「英語 学」です。

こに出て来る英語表現を学びます。ゼミ論文も妥協せず12000

英語では English linguisticsと

字書くことをゼミ生に要求します。11月に一度仮提出をし、面接

言い、
「英語の言語学」を意味

を経て、一度コメントを付けて返却し、１月に本提出を行います。

します。英語に潜んでいて、英

数年前にはゼミから英検準１級合格者を輩出しました。

語母語話者が気付いていない

学生に厳しく接し、自分に甘いのでは教師として失格ですし、

規則性を発見し、証明する科学

それでは誰も付いてきません。研究者として、毎年研究業績を

です。専門性を生かし、授業では「何故」という問いを多く発し

最低２点作ることを自分に課し、
『英語教育』という専門誌（月

ます。また、英語を観察する重要性を説いています。高校の授業

刊）の「和文英訳演習室」に毎回英訳を投稿し、英語を書く研鑽

とは違う
「大学の授業」を展開しています。

を積んでいます。

私の教師としての使命は学生の英語力を高めることです。語
学はこつこつと真面目に勉強しなければなかなか習得できませ
ん。ですから、授業ではかなり厳しい要求をします。最近では
絶滅危惧種の「厳しい教師」です。しかし、授業外では優しく接
しています。ゼミは、誕生日会をするなどして、アットホームな
雰囲気で運営しています。１年ゼミでは、秋学期に学校では習
わない英語表現を学びます。２年ゼミでは、春学期に Collins
COBUILDという英英辞典の活用法とゼミ論文の作成法を、秋
学期に英語の映画（今年は、Mona Lisa Smile）を取り上げ、そ

コミュニティ子ども学科長

成田 小百合 准教授

人の心の傷つきとその癒され

な印象を体感し、学生に「絵をよみとく心」を課題にしています。

る過程に関心を持ち、大学院で

かつて、高崎市内のやまだかまち美術館に出かけました。ゼミ

臨床心理学を専攻しました。研

の学生は、他の入館者が誰もいない中、皆しんみり鑑賞してい

究手法は、描画等の投影法を

ました。この作者はどのような人で、どのようなパーソナリティの

得意としています。しかし、心

持ち主だったのか、絵からどのようなことが感じられるか、各自

理職として児童福祉施設等で

が絵を通して、絵の向こう側に見え隠れする作者
「やまだかまち」

子どもや養育者等と出会いを重ね、幼少期のアタッチメントに重

と向き合う間主観的体験をするのです。帰りの車の中で、一人の

要性に痛感させられ、研究の関心がそこにシフトしていきました。

学生が発した言葉が印象的でした。
「絵、うまいけど……なん

新島学園短期大学のコミュニティ子ども学科で保育者養成の
教育にたずさわるようになり13年目となりました。最初に送り出
した卒業生が、結婚と子育てを両立させ保育職として活躍して

か苦しいな」
。
保育者養成は、心理臨床家養成とは異なりますが、出会った
人の個別性を大切にすることでは共通すると考えています。

いる姿を目の当たりにします。現在、保育士不足が社会問題と
されています。まさに、私たちの学科で育てた保育者がその後
の人生をいかに歩むかは、保育士のキャリア支援や保育者であ
る女性の生涯発達のあり方のリサーチのヒントそのものでありま
しょう。
成田ゼミには、子どもの心理的支援に関心があり、児童養護
施設の施設保育士を希望する方が多いと思います。今年度は社
会状況の踏まえ、学内での文献研究が主でありましたが、例年
は、美術館に足を運び、絵を鑑賞します。絵から受ける全体的
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welcome にいたん

広報スタッフ

BLOG

2020年度 入試説明会・オープンキャンパス

お問い合わせ

新島短大

027-326-1155
（入試室）

就職にも進学にも強い新短。その理由をお伝えします！
詳細は本学 HP をご覧ください。
（※日程は変更になる場合があります）

入試説明会
オープンキャンパス

● 2021年１月 23 日（土）

開催時間 10:00 ～12:00

● 2021年３月

開催時間 10:00 ～12:00

６日（土）

学生広報スタッフからの
メッセージ
僕たちが普段過ごしている
新島学園短期大学の楽しく愉快な雰囲気を
皆さんに伝えたいという意気込みで
オープンキャンパスに取り組んでいます！
皆さん、ぜひお越しください ( ^

)

^)

キャリアデザイン学科 ２年 須賀 翔也
オープンキャンパスの様子

2021年度 入試日程
一般選抜第1期・
共通テスト利用入試第1期
一般選抜第2期・
共通テスト利用入試第2期
一般選抜第3 期・
共通テスト利用入試第3 期

試験日
出願期間
試験日
出願期間
試験日
出願期間

２月 10 日（水）

2021年度 学生募集要項

１月 20 日（水）〜 ２月２日（火）
３月 ３日（水）
２月 15 日（月）〜２月 24 日（水）
３月 23 日（火）
３月 ８日（月）〜３月 18 日（木）

2021年 度 入 試に関 する詳 細 は
学生募集要項（本学ホームページ
にて公開中）をご覧ください。QR
コードからもアクセス可能です。

ご寄付いただきました
高崎市青年団体連絡協議会様、株式会社津田商店様、有限会社アドバンスシステム様、高崎市様から新型コロナウ
イルス感染症予防として消毒液をご寄付いただきました。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。
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