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卒業式
３月17日、「2020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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3月17日、「2020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133名、コミュニティ子 ども学科31名の計164名が新たなスタートに期待を膨らませ巣立ちました。

　新島学園短期大学2020年度卒業生の皆さん、ご卒業おめ
でとうございます。皆さんが手にされた学位記は、学業を終え
られた証であります。皆さんの努力を称え、心から敬意を表し
たいと思います。感染対策の中で、岩田先生を始め教職員の
皆さんが人生の節目を迎える皆さんのために精一杯備えたこ
の時を共に憶え大切してもらえたらと願います。
　さて皆さんは「地産地消」という言葉を聞いたことがあるで
しょうか。この「地産地消」という言葉は、地域で生産された
農林水産物を、その地域において消費するという取り組みを
指します。しかし、この言葉の本来の意味は食料のことを指し
ているのではなく、人類そのものを指しています。人は生まれ
た場所で育ち、そこで生活し、一生を終え、再び生まれた土
に返るという意味です。現在の人類は生物としての自らの範囲
を超えてしまい、地産地消の考え方からすると大きく逸脱し移
動しすぎなのかもしれません。
　建学の精神である新島襄はキリスト教教育を通して地域の人
材育成の重要性を訴えていました。まさに地方で生まれた命を、
学びを通して支援し、その土地に奉仕する人財として育成する
ことは「地産地消」と言えます。この使命を実現するために本学
は存在しています。皆さんお一人お一人はその代表であります。
　我々の教育のモットーである「真理・正義・平和」のフィルター
を通して本学で過ごした良いことも、悪いことも、嬉しいこと
も、悲しいことも、苦しいことも救いがあったことも全て皆さ
んのアイデンティティーとして大切にし、これからも育んでいっ
ていただきたいと思います。
　いつも皆さんの心と体の健康が守られますように私を含め
教職員一同このキャンパスから祈っています。改めましてこの
度は卒業おめでとうございます。

　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。
　2020年度は、新型コロナウィルスの蔓延という全く想像もし
ていなかった事態が発生し、春学期は対面での授業が実施
できず、遠隔での授業を余儀なくされました。学校側も大変で
したが、さまざまな環境の中、皆さん方はそれ以上に大変で
あったと思います。また、そのような中で就職活動や編入に向
けての活動を行うことも強いられました。皆さんの頑張りに、
心から敬意を表したいと思います。 
　今回の事態のように、皆さんのこれからの人生においては、
予期していない事態に遭遇するということは必ずあると思い
ます。キャリア開発の研究者も、人生は８割の偶然によってで
きているといっています。予期せぬ事態に遭遇した時に、慌て
ふためいたり、嘆いたりするのか、それとも、これも一つの成
長の機会ととらえて前向きに、粘り強く取り組むかで、大きな
結果の違いが出てくることになります。聖書でも、「苦難は忍
耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」と書かれています。 
　人間は経験によって学び、経験によって成長します。さまざ
まな経験をしたときに、それを通して自分の見方、考え方をよ
り良いものに変えていくことが、予期せぬ出来事を自己の成長
につながる経験としていくためには大切なことになります。どの
ような経験であっても、すべてを自分のプラスに変えていこう
という姿勢をもって、これからの人生を歩んでいってください。
　卒業生の皆さん、大変なとき、うれしい時、どんなときでも
学校を訪ねてきてください。私たちは、精一杯、皆さんの人生
を応援したいと思います。どうぞ皆さんも、いつまでも新島学
園短期大学と一緒にいてください。 
　これからの皆さんの人生が、神に導かれた豊かな人生とな
ることを心よりお祈りし、卒業式の式辞といたします。 



卒業式

キャリアデザイン学科 
卒業生代表

生駒 柚

コミュニティ子ども学科 
卒業生代表

關口 明子

　私たちは２年前の春、様々な思いを胸に抱き、この新島学
園短期大学の一員として、新たな一歩を踏み出しました。日々
の授業や学校行事を通じて、興味のある分野について追究
し、多くの知見を得ました。私は、集中講義やゼミで同じ志を
持つ友人と出会い、様々なことに挑戦しました。そこから、新
しい視点から物事を考察することの重要性や、人と関わる楽
しさを知り、自分自身の成長を実感することができました。
　２年生では、新型コロナウイルス感染症の影響により、オ
ンラインで授業を受講することになりました。各種の学校行
事は中止になり、望んでいたキャンパスライフは叶いませんで
した。進路においては先の見えない不安に悩まされ、思い通
りにいかないこともありました。しかし、進路実現のために邁
進する日々は、忍耐強く取り組むことの大切さを教えてくれま
した。
　こうした状況の中で、一緒に乗り越えようと励まし合った仲
間、親身に相談に乗って下さった先生方のお陰で、自分なり
の道を切り開くことができました。人との繋がりが断たれて孤
独を感じ、挫けそうになった時、こうした支えは非常に心強
かったです。特に、所属ゼミの先生には大変お世話になりまし
た。心より感謝申し上げます。
　新島学園短期大学での生活は、私たちにとってかけがえの
ない時間となりました。この２年間で得た実り豊かな出会い、
同じ目標に向かって切磋琢磨した友人、培ってきた経験は、
私の大切な財産です。これらを糧に、日々移り変わる現代社
会に立ち向かい、一歩ずつ歩んでいこうと思います。

　思い起こせば２年前、未来への期待を胸に新島学園短期
大学に入学しました。まだ名も知らぬ同級生との学生生活に
小さな不安もありましたが、「子どもと関わる仕事に就きたい」
という同じ夢を持つ仲間たちと打ち解けるのに時間はかかり
ませんでした。
　学生生活２年間の思い出の中でも、特に実習が心に残って
います。大学での学びを胸に、実際に子どもたちと関わり、現
場の先生方の働きを目の当たりにすることで、保育者の仕事
への理解が深まりました。そして、保育者には、保育の知識や
技術、子どもへの愛情はもちろん、大切な命を預かる責任感、
子どもの気持ちを汲み取る力、包容力、個と全体を見る目、協
調性、先を読んで行動する力等、実に様々な力が求められて
いると感じ、自分の未熟さを痛感するとともに課題が明確に
なりました。園で気力と体力を使い果たした後に、夜遅くまで
実習日誌の作成に苦戦し、挫けそうになりながらも乗り越える
ことが出来たのは、同じ想いを抱えながら頑張る仲間がいた
からです。また、親身に相談に乗って下さる先生方が身近に
感じられることも心の支えとなりました。
　これからは社会の一員として、また未来を担う子どもたちを
育む職業に就く者として、仕事に誇りを持ち、強くたくましく
精進し社会に貢献していくことをお誓い申し上げます。
　いつも熱心に私たちをご指導頂いた諸先生方、様 な々場面
で丁寧に相談に乗って下さった職員の皆様、励まし合い共に
成長した友人、最後まで一番近くで理解し協力してくれた家
族に心より感謝申し上げます。

卒業生答辞 卒業生答辞

3月17日、「2020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133名、コミュニティ子 ども学科31名の計164名が新たなスタートに期待を膨らませ巣立ちました。



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。

編入学試験合格2

　私は大学受験に失敗し、落ち込みながら
新島短大に入学しましたが、同じ境遇の友

達と切磋琢磨し、最終的に群馬県立女子大学の合格を勝ち取
りました。
　授業では、編入後の単位認定を意識し、英語を中心に履修
しました。また新島短大では美術の授業があまりなかったた
め、歴史の授業を多く履修したり図書館に通うことで、少しで
も知識を身につけ、試験に活かせるよう勉強しました。
　試験対策では、先生方やキャリアセンターの方に協力してい
ただき、様々な視点からの面接を経験することで自信がつき、
余裕を持って面接に臨むことができました。

　私は高校時代から志願していた高崎経
済大学への編入学を目標に、新島短大に入

学しました。一年次は、主に社会科学分野の科目を多く履修す
るとともに、オープンキャンパススタッフやボランティア活動な
どにも積極的に参加しました。二年次からは、本格的に編入
学試験対策を始め、編入先で学びたい分野について深く学習
しました。コロナウイルスの影響で、例年と異なる試験形態で
したが、先生方や家族のサポートのおかげで合格することが
できました。
　編入後は、地域政策に関わる知識をさらに深め、自分の目
標に向かって頑張っていきたいです。

キャリアデザイン学科
２年  金井 もも

キャリアデザイン学科
２年  山田 優花

編入学試験合格大学

群馬大学 社会情報学部 社会情報学科〔14名〕／高崎経済大学 地域政策学部〔11名〕／岩手大学 人文社会科学部／群馬県
立女子大学 文学部 美学美術史学科・文学部 英米文化学科／岩手県立大学 総合政策学部〔２名〕／山形大学 人文社会科学

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 神学部 神学科・経済学部 経済学科〔２名〕／跡見学園女子大学 文学部 現代文化表
現学科／東洋英和女学院大学 人間科学部 人間科学科／東京経済大学 コミュニケーション学部 コミュニケーション学科〔３名〕・経営学部 流通マーケティング学科

〔３名〕・現代法学部 現代法学科〔２名〕／高崎商科大学 商学部 経営学科〔２名〕／中央大学 経済学部／日本大学 法学部・経済学部〔２名〕／帝京大学 法学部〔２名〕・
経済学部／聖心女子大学 現代教養学部 日本語日本文学科／法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科〔２名〕／杏林大学 総合政策学部〔２名〕／恵泉
女学園大学 人文学部 日本文化学科／群馬医療福祉大学 社会福祉学部〔２名〕／関東学院大学 人間共生学部 コミュニケーション学科・社会学部 現代社会学科／
早稲田大学 人間科学部 通信教育課程／大手前大学 通信教育部／サイバー大学 IT 総合学部 IT 総合学科／八洲学園大学 生涯学習学部（通信）

大正大学 心理社会学部 人間科学科

2021年３月31日現在

群馬県立女子大学 文学部 合格 高崎経済大学 地域政策学部 合格

　高校時代に大学受験がうまくいかず、四
年制大学への編入を目指して新島学園短

期大学に入学しました。コロナの影響で受験予定だった大学
の試験日程が変更になり、併願していた大学の試験日が近く
大変でしたが、松田先生に試験対策をしていただいたおかげ
で、一般受験した大学も合格することができました。法政大学
の試験は面接のみだったので、ゼミ担当の松田先生と面接練
習をしました。また、他大学の対策で、他のゼミの先生とも面
接練習をしていたので、試験当日は自信を持って受験できたの
でよかったです。

　私は同志社大学経済学部に合格しまし
た。志望した理由は、新島短大での学びの

中で経済学をより深く学びたいと考えたからです。私が編入学
試験に合格できた要因は大きく２つあると考えています。１つ目
は、同じ目標を持った友人と切磋琢磨できる環境であり、勉強
に対するモチベーションの維持に繋がったことです。２つ目は手
厚い受験対策です。志望理由書の添削や面接練習など、ゼミ担
任の松田先生に何度も行っていただき、納得のいく形で試験本
番に臨むことができました。
　編入学後は新たな環境で、新たな目標に向かって努力してい
きたいと思います。

キャリアデザイン学科
２年  内山 好輝

キャリアデザイン学科
２年  市川 廉

法政大学 キャリアデザイン学部 合格 同志社大学 経済学部 合格

キャリアデザイン学科

コミュニティ子ども学科
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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。

就職内定3

　10月末、右も左もわからない状態で就職
活動のスタートを切りました。自分で色々

調べたり、キャリアセンターの方に履歴書の添削や面接練習
を繰り返しお願いすることもありました。その甲斐あって、無
事内定を頂くことができました。大切なのは主体的に動くこと
だと思います。私は、貸切バスの整備が主な業務です。いつの
日か、これを読むみなさんが乗るバスを私が整備点検してい
るかもしれません。また、機械を見たり触ったりするのが好き
なので、好きなことを仕事にでき、今からとてもワクワクしてい
ます。

　私は、卒業後の進路は就職を希望して新
島短大に入学しました。群馬県内での就職

を考えており、コロナの影響で合同説明会が中止になるなど制
限のある中、地元に貢献できる職場に出会いました。就職活
動のマナーや流れなど、分からないことばかりでしたが、沢山
調べて少しずつ身に付けていきました。履歴書を何度も書き直
し、面接ノートを作成して面接練習もしました。その結果、あ
りがたいことに「一緒に働きたい」と言ってくださり、内定を頂
くことができました。就職後の不安もありますが、信頼される
社会人を目指して頑張ります。

キャリアデザイン学科
２年  小澤 奨平

キャリアデザイン学科
２年  唐澤 みさき

就職内定先

㈱本島ビジネスセンター／富士情報通信㈱／太陽誘電㈱〔10名〕／相沢鉄工㈱／㈱群協製作所／㈱クリハラ／榛名酪農業協
同組合連合会／和光工業㈱／㈱田村屋／㈱ベイシア〔２名〕／㈱フレッセイ／㈱マエザワ／菱電商事㈱／パナソニック㈱ライ

フソリューションズ社〔２名〕／㈱カインズ／( 有 )ビーワイズ／大井田薬局㈱／しののめ信用金庫〔２名〕／北群馬信用金庫／さくら動物病院／ALSOK群馬㈱〔２
名〕／佐藤産業㈱／前橋市農業協同組合／多野藤岡農業協同組合／利根保健生活協同組合／ぐんぎんリース㈱／関東運輸㈱／㈱群馬バス／㈱馬車道／㈱グリッ
ターマネジメント／㈱ globeコーポレーション／㈱ぐんま安全教育センター／㈱ N.S.S ／（医）児玉中央病院／（医）いせさき西部モール歯科／㈱ニチイ学館〔２名〕／
ALSOK 介護㈱／有料老人ホームベルジ武尊／㈱ワンライフ／高崎市役所（臨時）

祝昌保育園／大胡第三保育園／康保会保育園／㈱モード・プランニング・ジャパン／尾島デンタルクリニック／ビオエナジー
㈱託児所／秋平さくら保育園／児童養護施設こはるび／わたらせ養護園〔２名〕／児童養護施設桑梓〔２名〕／㈱ひねもす／み

どり幼稚園／こだま幼稚園／花園第二こども園／認定こども園 おりーぶの森／むつみ幼稚園／藤岡開成幼稚園／田部井幼稚園／明徳幼稚園／ねむの木こどもの
森／つるがしま白百合幼稚園／国分寺幼稚園／認定こども園 ぐんま幼稚園〔２名〕／ひまわりこども園

2021年３月31日現在

株式会社群馬バス 内定 北群馬信用金庫 内定

　１年生の夏頃から就職活動を始めまし
たが、その頃の自分は明確な目標もなく彷

徨っていました。
　コロナが変えた世の中、このような時だからこそ自分と向き
合うチャンスだと考え、今後どう生きていきたいのか自身に問
いながら就職活動を進めました。「常に変化し続ける環境の中
考える力に磨きをかけ成長していきたい」とはっきり答えが出
た時進むべき方向が見え、内定をいただくことができました。
　不安に押しつぶされていた私に手を差し伸べてくださった先
生方、キャリアセンターの先生方に感謝いたします。

　新島学園短期大学に入学してから、間近
に迫った就職に対して不安を感じることが

多くなっていました。また、実習でたくさんの経験をし、自分
が一番働きたい場所はどこなのかたくさん悩みました。そんな
ときに相談に乗ってくれ、支えてくれた先生、家族や友人には
本当に感謝しています。内定が決まってからも不安や悩みは尽
きませんが、就職先が決まったことで、わたらせ養護園で働く
自分の姿を具体的にイメージできるようになりました。将来へ
の希望やワクワクする気持ちを大切に、今は新生活のスタート
に向けてしっかり準備をしたいと思います。

キャリアデザイン学科
２年  角貝 汐音

コミュニティ子ども学科
２年  羽鳥 菜月

株式会社ベイシア 内定 わたらせ養護園 内定

キャリアデザイン学科

コミュニティ子ども学科
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実習報告4
コミュニティ子ども学科の学生が実習に参加しました。

高崎卸商社街協同組合と連携協定を締結5
「地域に根差し働く人材を育てる」ことを目的に、協定を締結しました。

　県内の経済活性化や人材育成を目的として、２月８日に高崎卸商社街
協同組合と本学は包括的連携協定を結びました。同組合は高崎市問屋
町にあり繊維や食品関係のなど約100社が加盟しています。
　具体的な取り組みは以下の通りです。
① 学内で組合所属企業の説明会を開催し、視野を広げる。
② 学内の講義で同組合の会員が外部講師を務める。
③ 同組合を窓口としてインターンシップの受け入れ先の紹介を行う 等。
　本学が経済団体と連携協定を結ぶのは群馬経済同友会（昨年11月締
結）に続いて２例目になります。

実習先 実習先

東部文化幼稚園 遠隔での代替授業

　私は10月下旬に東部文化幼稚園で５日間観察実習を行いま
した。通常であれば２週間の実習だったのですが、今年は新
型コロナウイルスの影響で５日間という短い実習になってしま
いました。しかし、５日間という短い実習の中で普段の学校の
授業では学ぶことのできないたくさんのことを実際の現場を通
して学ぶことができました。私は５日間ずっと３歳児のクラス
で実習をさせてもらいました。様々な個性を持った子どもたち
と触れ合う中で子どもの成長を感じ、それと同時に自分自身も
保育者になるということの難しさや子供と関わり、教えること
の難しさを学び、人としても一歩成長できたと思える実習にな
りました。

　私は２月に桜こども園たかせで実習を行う予定でしたが、コ
ロナ禍ということもあり、遠隔での代替授業に切り替わりまし
た。授業では、DVDを見たり、それぞれの分野の先生方から
出される事例をもとに考えたり、５～６人のグループで絵本の
読み聞かせをしたりなど、実習とは違った学びを経験すること
ができました。その中で、様々な年齢・性格の子どもに対して
の関わり方や衝突があった場合の対応の仕方など、深く考える
ことができました。今回学んだことや気づいたことを次の実習
へと活かせるように、今後も勉強や課題に取り組んでいきたい
と思います。

コミュニティ子ども学科
１年　金井 摘香

コミュニティ子ども学科
１年　佐俣 日奈子

左から湯浅理事長、岩田学長、
高崎卸商社街協同組合 杉浦理事長、相田専務理事

　高崎市様から、「高崎市ふるさと納税新型コロナウイルス感染症に関する大学等支援金」として30万円が交付されました。非
接触型体温計等の購入など、学生に安心してキャンパス生活を送っていただくための費用に充当させていただきました。
　また、高崎市様からは、あらたに消毒液もご寄付（追加）いただきました。みなさまのご支援に感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

ご寄付をいただきました
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● ５月16日（日）　● ６月26日（土）　
● ７月18日（日）　● ８月21日（土）
● ９月18日（土）　 
● 2022年３月５日（土）

新島短大

2021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welcome にいたん
― 広報室だより ―

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！
教職員、学生広報スタッフ一同、みなさまのお越しをお待ちしております！
※詳細が決まり次第本学 HPに掲載します。

オープン
キャンパス

● 2022年１月22日（土）入試説明会

学生スタッフコメント

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。
2020年度の学生広報スタッフの総監督・リーダーとしてみんなを引っ張ってくれた２年生に、２年間の活動を振り
返っていただきました。

キャリアデザイン学科  ２年  須賀 翔也（写真中）

　学生広報スタッフに応募した時は、「編入学試験のために何かボランティ
ア活動をしなければならない」という気持ちではじめました。しかし、初め
てオープンキャンパスに参加したとき、先輩たちが真剣にオープンキャンパ
スに取り組む姿勢を見て、生半可な気持ちではダメだという気持ちになり
ました。
　私が学生広報スタッフの総監督になってからもその気持ちは変わらず、
一つ一つの広報活動に真摯に取り組んできました。残念ながら今年度は
思うような活動ができませんでしたが、次は後輩スタッフ達が学生広報ス
タッフとして活躍してくれることを期待しています。

キャリアデザイン学科  ２年  橋爪 美乃（写真右）

　これまでの活動の中で、沢山の方と接する機会があり、新島短大の良さを伝えられるようなコミュニケーションを取って
きました。今年度はコロナ禍で例年の様な活動ができませんでしたが、短時間の中で様々な会話を通して、新島短大の魅力
を1人でも多くの方に知って頂ける活動ができたと思います。オープンキャンパスのアンケートでも高校生や保護者の方から
｢新短の新しい一面が分かった｣｢スタッフの対応が良かった｣などの意見を頂けたことが何よりも活動してきて良かったと思
える証拠になりました。２年間ありがとうございました！

コミュニティ子ども学科  ２年  内山 愛玲（写真左）

　学生広報スタッフに憧れ新島短大に入学し、コミュニティ子ども学科の学科リーダーとして活動できたことを嬉しく思い
ます。オープンキャンパスでは、企画運営をする中で大変なことも多くありましたが、来場して下さった高校生の方から、「楽
しかったです！」、「新島短大に入学したいです！」という声を聞けた時、とてもやりがいを感じました。私は、４月から保育士
として活動します。オープンキャンパスでの学びを大切に、“誰かのためになる、誰かの役に立つ”活動ができるよう日々努力
していきます。2年間本当にありがとうございました。
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退任挨拶6
３月を持ってキャリアデザイン学科の山本有紀宗教主任、稲見直子専任講師、鈴木通春特任教員、３名の方
がご退職されました。大変お世話になりました。皆様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

キャリアデザイン学科
専任講師  稲見 直子

キャリアデザイン学科
特任教員  鈴木 通春

　昨年４月に着任し、１年間という短い間ではありましたが、新
島学園短期大学の教員の一人として携われたことに大変感謝し
ております。ありがとうございました。
　着任早々、新型コロナウイルスの感染が拡大し、学生の皆さ
んとは遠隔授業のみでの接点しか持つことができず大変もど
かしい思いをしましたが、秋学期には対面授業も一部再開し、
ようやく学生ひとりひとりと人間関係を築くことができ、とても
楽しい半年間を過ごさせて頂くことができました。編入試験の
質問、就職・進路に関する相談、たわいもない雑談などなど、
研究室や教室で学生の皆さんと共に過ごした時間はどれも私
にとって忘れられない貴重な思い出となりました。編入や就職
など学生皆さんの進路は様々ですが、それぞれの今後のご活
躍を心より祈念致します。
　最後に、教職員の皆さまには大変お世話になりました。心よ
りお礼申し上げます。コロナが落ち着きましたら、皆さまと会
食ができることを楽しみにしております。

　８年前ご縁あって、キャリアセンターの仕事に就きました。
進路ガイダンスや学生と進路相談を重ねる中で、自信をもって
成長していく姿にやりがいと喜びを感じました。
　事務長就任後は旧館（木造校舎）が耐震基準を満たしていな
いことが分かり旧館を解体。シンボルである研究棟（円形校舎）
の文化財登録、新木造校舎の建設にも携わりました。施設関係
の仕事も多く、教職員や関係者の皆様に支えられ、取り組むこ
とができまして感謝しています。
　特任教員として担当した地域連携では、コロナの影響もあ
り十分な活動ができなく残念に思っていますが、コロナ禍では
多くのことを学び、充実した８年間でした。これからはこの経
験を活かし地域社会に役立てていきたいと考えます。
　皆様のご多幸と益々のご活躍、新島学園短期大学のご発展
をご祈念申し上げます。ありがとうございました。

貴重な出会いに感謝 多くの学びに感謝

キャリアセンターだより7
コロナ禍での進路支援を振り返って。

　今年度の学生支援を振り返って見ると、新型コロナ感染症に
よって就職も編入も、学生のみなさんはもちろん支援する私たち
も、その影響を受けた一年であったと思います。編入ではいつ
もとは異なる受験日程や選考方法の変更に伴い影響を受けまし
たが、特に就職活動を行った方は大変だったと思います。３月か
らの活動スタートを目前にして新型コロナ感染症という未知の
脅威にさらされ、通常開催される合同企業説明会も全て中止と
なり、どうしたらいいのかわからないという相談も多くありまし
た。しかし、その中でも３月に就職希望者対象の面談を感染対
策を講じながら行い、入構が禁止になった後もZOOMなどを
利用し面接練習や履歴書添削などを試行錯誤しながら続けて
いきました。その結果、例年と遜色ないまでに内定者や合格者
を出すことができました。これは諦めずに就職活動や学習を続

けた学生一人ひとりの頑張りはもちろん、先生方をはじめとした
皆様のおかげであると感じております。キャリアセンター職員一
同心より感謝しております。今後とも、在学生・卒業生問わず進
路支援を継続していきたいと思います。

コミュニティ子ども学科 進路ガイダンスの様子
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