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コミュニティ子ども学科「基礎演習」
コミュニティ子ども学科の授業科目「基礎演習」で、ぐんま幼稚園に勤務する先輩保育士から制作を学びました。



入学式1

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

早川 結子

コミュニティ子ども学科
福祉・心理コース
１年

竹内 万莉弥

　新島学園短期大学に入学して約３ヵ月が経ちました。新し
い仲間や教職員の方との出会い、勉強やアルバイトなど忙しく
も毎日充実した日々を過ごしています。
　短大では自分の興味ある授業をとり、様々なことを学んで
います。今はとにかく学ぶことが楽しく、90分の授業があっと
いう間です。わからないことは先生が教えてくださったり友人
と悩んだりし、学びを深めています。
　また、私は学生広報スタッフの活動を始めました。まだまだ
分からないこともありますが、自分が感じた学校の魅力を伝
え、たくさんの人に興味を持ってもらえるよう活動したいです。
　２年間という短い短大生活を後悔のないよりよい時間にで
きるよう、１日１日を過ごしたいです。

　新島学園短期大学に入学してから、約３ヶ月が経ちました。
一コマ90分の授業に慣れ、たくさんの友達や、先生との関わ
りに充実した日々を送っています。
　私は高校時代からの憧れだったオープンキャンパスのス
タッフをやっています。当日のスケジュールを把握し、臨機応
変に対応するのは大変ですが、敬語の使い方や効率よく仕事
をこなす力が身についていると実感しています。オープンキャ
ンパスに来てくれた高校生が、当時の私のように、保育に憧れ
を持ち、新島学園短期大学で学びたいと心から思ってもらえ
るような催しにしていきたいです。
　また、日頃の授業で学んだ知識・技術を活かし、自分自身
が保育者を目指す気持ちに自信を持って実習にも力を入れて
いきたいです。

新入生代表挨拶 新入生代表挨拶

４月５日（月）、2021年度入学式を礼拝室で執り行い、新入生142名を迎えました。

入学式の様子
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新たに仲間に加わった、４人の教職員をご紹介します。

新任教職員紹介2

　４月から本学に着任いたしました、李元重（リ・ウォンジュン）
と申します。キリスト教の牧師で、韓国生まれ育ちの韓国人で
す。2008年３月京都の同志社大学大学院神学研究科に入学し
てから、日本のプロテスタントキリスト教の歴史と日韓キリスト
教の関係史を学んでおります。本学においては宗教主任を務め
ながら、「キリスト教入門」、「新島襄」、「東アジアの文化とキリ
スト教」などを担当しています。
　多くの皆さんにはキリスト教が馴染みのないものだと思われ
ますが、わたしにとってキリスト教は、難しい哲学や教理という
よりイエスに倣った愛の生き方です。それを授業と学校生活の
中で皆さんと分かち合いたいと思います。新島短大の皆さんと
一緒に学び、生活ができて心から嬉しく思っております。

　４月に着任しました三成清香と申します。専門は比較文学
で、主にラフカディオ・ハーン（小泉八雲）について研究をして
おります。また、これまでの12年間、日本語を母語としない人々
に日本語を教え、研究をしてきました。新島学園短期大学では
この経験を生かしながら「言語」やそれを取り巻く文化や社会
について学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。
生まれ育ちは島根県出雲市ですが、長年栃木県におりました。
大学在学中はスペインへ留学し、サラマンカを起点にヨーロッ
パ旅行も経験しました。韓国で働いた経験もあります。大学院
修了後は、大阪府、山口県での生活を経て、再び北関東に戻っ
てまいりました。これからは、学生の皆さんの生活がより充実
したものになるよう力を尽くしていきたいと思います。どうぞよ
ろしくお願いします。

李 元重
LEE Wonjung

三成 清香
Sayaka MINARI

キャリアデザイン学科
准教授・宗教主任

キャリアデザイン学科
専任講師

　入学・キャリアセンター長として着任しました。お茶とみかん
の静岡県出身ですが、大学時代から世田谷区で30年以上暮ら
していました。これまで東京、神奈川、埼玉の学校法人本部、
大学、高校などに勤務しています。５年前に縁があって群馬県
内の大学に単身で赴任し、事務長として尽力させていただきま
した。そしてこの４月から新島学園でお世話になっています。
　これまで、人事、給与、社会保険、入試、広報をメインで担
当させていただきましたが、今回は永年やりたかった学生サー
ビス部門での仕事ということもあり、たいへんやりがいを感じ
ています。これまでの経験を活かして少しでも短大のために、
学園のために、そして何よりも一人ひとりの学生のために貢献
できればと思っています。
　みなさまよろしくお願いいたします。

　４月１日付けで学務課に着任いたしました、今井紀文と申し
ます。
　前職で５年間学校事務に携わっていましたが、学務の仕事
はほぼ初めてで、奨学金関係や証明書発行、クラブ関係等
諸々の事務を行っています。以前在籍していた学校よりも学生
数が多いので、４月当初は事務室窓口に来る学生の多さに圧
倒されましたが、早３ヶ月、教職員の皆様の手厚いサポートに
より、かなり慣れてきました。
　学生の皆さんは、残念ながらコロナ禍のため、学生スポーツ
大会が中止になる等、思い通りの学生生活が送れていないか
もしれませんが、昨今ではワクチンの職域接種や大学での接
種なども増えてきているので、早く元の学生生活に戻れるよう
日々祈っています。
　今後も新島学園の発展と学生の成長の一端を担うべく、精
進していきたいと思います。宜しくお願い致します。

唐沢 豊
Yutaka KARASAWA

今井 紀文
Norifumi IMAI

入学・キャリアセンター長 学務課係長

3



希望していた企業から内定をいただき、夢をかなえた学生の声を紹介します。

就職内定報告3

　私が就職活動を始めたのは１年生の11月です。その頃から
自動車ディーラーで働きたいと考えていたため、インターンシッ
プへの参加や企業研究を行っていました。時には他の就活生
と比べてしまい焦ってしまうこともありましたが、キャリアセン
ターの方がエントリーシートの添削や面接練習など手厚くサ
ポートして頂いたおかげで、自分の強みや本当にやりたいこと
などを深く考えることができました。また、それをうまく企業に
伝えることができたことが、内定に繋がったのだと考えていま
す。支えてくださった方への感謝の気持ちを忘れず、これから
も自分らしく成長していきたいと思います。

　私は四年制大学への編入を目指して新島短大に入学しまし
た。しかし、コロナの流行などもあり進学を諦めて就職活動を
始めました。就職氷河期といわれるこのご時世で幸いにも内
定を頂けたのは、エントリーシートの添削や面接練習などにご
尽力いただいたキャリアセンターの方々のおかげです。就職活
動を始めたのが３月と少し遅めではありましたが、３か月ほど
で内定を頂くことができました。とにかく様々な企業を研究す
ること、様 な々企業の説明会に参加しエントリーを積極的に行
うことが大切だと感じました。卒業後は感謝の気持ちを忘れ
ずに精一杯業務に取り組みたいと思います。

キャリアデザイン学科
グローバルキャリアコース
２年  都丸 夢佳

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  今井 朱凛

ネッツトヨタ神奈川（株） 内定 太陽誘電（株） 内定

５月31日〜６月11日まで教育実習を行いました。

教育実習報告4

　私は、さわらび幼稚園で10日間の実習を行いました。今回
は、１年次に経験した観察実習を踏まえた部分実習と責任実
習でした。責任実習では、５歳児のクラスを担当させていただ
きましたが、頭の中で思い描いていた通りに保育の活動を進め
ることができないところもありました。基本的なことではあり
ますが、保育者と子どもの1日の流れを把握し、子どもたち全
体の様子をよく見て、臨機応変な対応ができるようになりたい
と感じました。また、失敗を恐れず、色 な々ことに挑戦するとい
うことも学ぶことができました。
　今回学び感じたこと、気づいたことを就職先でも活かしてい
きたいと思います。

　私は、むつぎ幼稚園で10日間の教育実習を行いました。今
回は昨年の観察実習を踏まえた、部分実習と一日責任実習で
した。責任実習では、子どもたちの予想していなかった行動に
驚き少し慌ててしまった部分もあり、思い通りには行かないこ
とを学びました。また、保育者として実際に子どもたちの前に
立つことで、今まで見えていなかったものが見え、自分に足り
ない部分や課題に気づくことができました。この実習での経験
を踏まえ、残された課題や伸ばしていきたい部分をもう一度見
直し、自分の目指す保育者像に少しでも近づけるように努力し
たいと思います。

コミュニティ子ども学科 福祉・心理コース
２年  後閑 愛実

コミュニティ子ども学科 音楽・表現コース
２年  佐俣 日奈子

実習先：さわらび幼稚園 実習先：むつぎ幼稚園

就職内定状況 2021年7月20日現在

太陽誘電㈱…12名／㈱ヤマダホールディングス…4名／㈱ツルヤ…2名／㈱ベイシア…１名／㈱トヨナガ…１名／㈱クスリのアオキ…１名／㈱板垣…１
名／㈱ KGT-ケイ・ジー・テー…１名／埼玉北部ヤクルト販売㈱…１名／生活協同組合コープぐんま…１名／㈱ PCデポ…１名／㈱ビッグモーター…１名
／東京ガスパイプネットワーク㈱…１名／ハトリバンテック㈱…１名／㈱ギャレリア・ニズム…１名／㈱松商 奥利根温泉ホテルサンバード…１名／㈱テ
クネット…１名／エムダブルエス日高…２名／㈱ナブアシスト…１名／群馬トヨタ㈱…１名／㈱スズキ自販群馬…１名／ネッツトヨタ神奈川㈱…１名／北
群馬信用金庫…１名／NEXUS㈱…2名／㈱ギャラクシィ…１名／ぐんまみらい信用組合…１名／マクロ㈱…１名／和光工業㈱…2名／しののめ信用金
庫…１名／榛名酪農業協同組合…１名／㈱とりせん…１名／パナソニック㈱ライフソリューションズ社…１名／㈱マーキュリー…１名／冬木工業㈱…１名
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１年間の学びを通して成長した２年生の姿を紹介します。

２年生の成長ストーリー5

キャリアデザイン学科 ライフデザインコース ２年  齊藤 瑞穂

　私は、就職を希望して新島学園
短期大学に入学しました。数ある
企業の中でも金融機関への就職を
希望していたため、一年次の頃か
ら簿記や経済系の講義を受講する

ようにしていました。普段の生活や、就職後に密接に関連してく
る内容のため講義には毎回真剣に取り組みました。このおかげ
もあって、世の中の金銭の動きや経営環境の変動を予測する能

力が身に付き、就職面接で難しい質問に対しても堂 と々答えるこ
とができました。その結果、希望していた金融機関から内定を
いただきました。短期大学は二年という短い時間ですが、様々
な友人・教員との出会い、履修した講義を通して、多くのことを
学ぶことができました。今後も沢山の学びを通し、卒業までに
ファイナンシャルプランナーの資格取得が出来るよう、日々精進
していきたいと思います。

キャリアデザイン学科 グローバルキャリアコース ２年  山中 梨帆

　私は新島学園短期大学に入学して、海外留学等を希望してい
ましたが、コロナで活動制限がかかってしまったため、身近で
できることに挑戦してきました。就職活動で周囲と差をつけ、自
分の経験値を上げるため、学生広報スタッフ、聖歌隊隊長、吹
奏楽部部長、ゼミ長、また授業の一環として社長のかばん持ち
の企画などに積極的に参加しました。
　特に学生広報スタッフでは前に出て話す機会を多く頂き、人

前で冷静に落ち着いて話すことが
できるようになり、臨機応変に対応
することや、コミュニケーション力の
大切さを改めて学ぶことができまし
た。これらの経験を生かし就職活
動では自信を持って取り組むことができ、内定を頂きました。残り
半年の学生生活は、今しかできないことに挑戦し続けたいです。

コミュニティ子ども学科 子どもの文化・環境コース ２年  新井 ナナミ

　新島学園短期大学に入学する前
は、自分に自信がなかった為、苦
手なことを遠ざけ、何かに挑戦しよ
うという気持ちも無く過ごしてきま
した。

　しかし、入学してからは本来の自分を出せる友達も少しずつ
増え、今まで出来なかったことにも、挑戦する気持ちが芽生えて

きました。模擬保育の授業では、私が一番苦手とする人前での
発表がありました。しかし、「失敗しても勉強だ！」と自分に言い
聞かせて頑張りました。失敗の連続で落ち込む事ばかりでした
が、体験を重ねるうちに人前で何かをするのも徐々に苦にならな
くなり、幼稚園実習も乗り越えられたと思っています。今後も失
敗を恐れず、何事にも挑戦していきたいと思います。

コミュニティ子ども学科 子どもの文化・環境コース ２年  小関 はな

　私が新島短大に入学して成長したことは、自信を持ってピア
ノを弾けるようになったことです。入学するまで、ピアノを弾いた
こともなかったのですが、先生方は最初の授業から私のペース
に合わせて、丁寧に一つ一つ教えてくださいました。時には、な
かなか思うように上達しない自分に自信をなくした時もありまし
たが、先生方のサポートにより楽しみながらピアノを弾いていま
す。ピアノも徐々に上達し、今では難しい曲に積極的に挑戦する

ようになりました。二年間という短
い学生生活の中で、更にコロナ禍
という環境下で制限も多いですが、
保育現場で役立てるよう、更なるピ
アノのスキルアップを目指し努力し
ています。
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４月７日（水）、学生生活充実のためのスタートアップセミナーを開催しました。

学生生活充実のためのスタートアップセミナー6

チャイルド広場を実施しています。

チャイルド広場7

「キャリア教育研究センター」を開設しました。

「キャリア教育研究センター」開設8

　高校と連携して入学前から関係性を構築し、在
学中はデータに基づいた支援を行い、卒業後も関
係を継続していく「エンロールメント・マネジメント」
の一環として、「キャリア教育研究センター」を開設
しました。以下の活動を計画しています。
● 高校生向けのキャリア講演 
● 高校生のキャリア意識に関する調査
● 高校との情報交換会 
● 産業界と連携したキャリア研修

　コミュニティ子ども学科では、新型コロナウイルス感染症感染
防止対策を徹底し、子育て支援活動「チャイルド広場」を実施し
ています。
　９月は「子ども子育て相談月間」として、毎週金曜日一組様限

定で相談を受け付け、子育てにまつわる心配ごとを、子どもの
発達や心理の専門職と考える場所にいたします。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止とな
る場合もありますので、詳しくはHPをご確認ください。

日付 テーマ
  8月26日（木） 写真の撮り方
10月22日（金） 乳幼児の発達や病気
11月19日（金） 絵本の選び方
12月10日（金） ヘアアレンジ
  1月14日（金） 自分のからだは大事
  2月  4日（金） ほめトレ

● 今後のスケジュール

５月と６月に実施されたチャイルド広場の様子

高大連携協定を締結している吉井高校の３年生が、本学で授業を体験しました

　コミュニティ子ども学科１年生を対象としたセミ
ナーで、保育者に求められるコミュニケーションス
キルを学びました。
　入学後初めての仲間との交流により、様々な不
安を抱えていた学生たちの不安も解消されたよう
です。

セミナーの様子
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10月30日（土）、ホームカミングデーを開催します。

ホームカミングデー開催9

教員業績紹介 本学教員による著書等を紹介します。

「中世南都の法華会」
（永村眞編『中世寺院の仏法と社会』）所収

恩 師のご 退 職を記 念
し、教えを受けた18名
の弟子たちが一緒に書
かせていただいた論文
集である。かつて興福
寺や東大寺で開催され
ていた「法華会」という
法会が、法華経の講説
と「論義」と呼ばれる試験を中心的なプ
ログラムとし、寺院の垣根を越えて僧
侶の修学に重要な役割を果たしていた
ことについて明らかにした。

勉誠出版
2021年6月刊

「スペイン風邪と日本組合基督教会」
（富坂キリスト教センター編『100年前のパ
ンデミック：日本のキリスト教はスペイン
風邪とどう向き合ったか』）所収

コロナ禍と言われる今か
らちょうど100年前、日
本と全世界は既にパン
デミックを経験していま
した。本書は、当時日本
の各教会、キリスト教教
育施設、またキリスト者
個人がどのようにそのパ
ンデミックを経験したかを研究、分析した
ものです。読者は、現在の取り組みと比較
しながら、学べることがあると思います。
誰でも理解できるように分かりやすく書
かれましたので、一読をお勧めします。

新教出版社
2021年6月刊

　2010年以来、約10年ぶりとなる“ホームカミングデー”を開催致します。“懐
かしい学生時代”と“新短のイマ”を感じられる企画を絶賛準備中です！ 詳細
については同窓生の皆様にご案内ハガキを発送いたしますのでご確認くださ
い（９月上旬より発送）。
　※新型コロナウィルス感染拡大状況により開催内容に変更、中止となる場
合もあります。

「大学入試における英語問題
作成の視点」

（大塚英語教育研究会『大塚フォーラム』 
第38号）所収

リーベル出版から販売
されている『大塚フォー
ラム』第38号に掲載さ
れた論考である。大学
入試問題はその大学の
教育内容を反映してい
ると考えられる。英語
教育に携わる一英語教
師として、大学入試問題に長年関心を
抱いて来た。本稿では、問題作成の視
点から望ましい英語の大学入試問題に
関して私見を述べた。

リーベル出版社
2020年12月刊

高山 有紀 李 元重前田 浩

　父母の会からもご支援をいただ
いて購入したオルガンをご紹介し
ます。入学式、チャペルアワー等で
心を落ち着ける音色を響かせてい
ます。学生オルガニストのレッスン
も行っています。

オルガンを購入しました

学生オルガニスト
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新島短大
BLOG
広報スタッフ

  検 索welcome to にいたん
― 広報室だより ―

学生広報スタッフリーダーのコメント

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リーダー３人のコメントです。

●８月21日（土）　●９月18日（土）

2021年度 オープンキャンパス

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！

オープンキャンパス

　私たちが普段から感じている新短の良さを沢山の方
に伝えていきたいです。そのために学生広報スタッフ一
丸となったオープンキャンパスの運営やSNSを使った
新短の魅力の発信などを積極的に行い、私たちの活動

を通して、１人でも多くの受験生や保護者の方に新短の
良さが伝われば嬉しいなと考えています。リーダーとし
て他のスタッフの力も借りながら、先輩方が残してくだ
さった新短の歴史や魅力を受け継いでいきたいです。

キャリアデザイン学科 ２年  平尾 友香

お問い合わせ  027-326-1155（入学・キャリアセンター）

開催時間：共に10:00～12:00

2022年度 入試日程

試験日  ９月11日（土）

エントリー期間  ９月１日（水）〜９月８日（水）

総合型選抜 第１期
試験日  10月16日（土）

エントリー期間   ９月28日（火）〜10月13日（水）

総合型選抜 第２期

試験日  11月13日（土）

出願期間  11月１日（月）〜11月９日（火）

学校推薦型選抜 第１期
試験日  12月12日（日）

出願期間  12月１日（水）〜12月８日（水）

学校推薦型選抜 第２期

試験日  11月13日（土）

出願期間  11月１日（月）〜11月９日（火）

＜コミュニティ子ども学科のみ実施＞
総合型選抜 第3期（実技実演型）

試験日  12月12日（日）

出願期間  12月１日（水）〜12月８日（水）

＜コミュニティ子ども学科のみ実施＞
総合型選抜 第４期（実技実演型）

2022年度募集要項▶︎

キャリアデザイン学科 ２年  須藤 愛未

コミュニティ子ども学科 ２年  横山 愛

　オープンキャンパスでは高校生や保護者の方に新島
学園短期大学の魅力を伝えます！ 学生に「このキャン
パスで学びたい！」と思っていただけるよう笑顔で精

一杯がんばります！ 体験授業やキャンパスツアーなど
を開催する予定なのでぜひ参加してくださると嬉しい
です！ スタッフ一同お待ちしています！！

　コミュニティ子ども学科らしく、スタッフが全員明
るく元気に活動しています。
　オープンキャンパスを通して新島短大の良さを知っ

てもらい、少しでも高校生や保護者の方のお力になれ
れば嬉しいです！
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