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卒業生に贈る言葉

　川崎医療福祉大学 4 年生の皆さん，卒業本当におめ
でとう。そして，これまでご子息の成長を見守り，支え
てこられたご家族の皆様に心からお祝い申し上げます。
　昨年の暮れ， 5 人の女性グループによる心洗われ
るような透きとおった美しい音色のハンドベルの音
楽を聴く機会がありました。アメイジング・グレイ
ス，ラブ･ラブ･ラブなどの名曲とともに“You raise 
me up”という題名の素敵なメロディの曲が演奏さ
れました。直訳すると「あなたが私を立ち上がらせ
る」となりますが，演者は「あなたがいてくれるか
ら頑張れる」という意味ですと紹介していました。
なかなかいいフレーズだと思いませんか。
　皆さんの多くは，これから医療福祉分野の現場で，
この大学で学び習得した知識・技術を駆使して，心
身や生活に困難を抱えた人たちを支援していく立場
になるのでしょう。病気，障害，生活苦などで落ち
込んだり，くじけそうになったりしているクライア
ントに寄り添いながら，未熟な人生経験と技術で支
援していくのは大変なことです。医療福祉の分野で
働くということは，いろいろな面で利用者の人間と
しての尊厳に関わることになるため，プロとしての
高い倫理性と相手の立場を深く理解しようとする優
しい感性が求められます。医療福祉の現場で働く人
に 必 要 な 3 つ のH（Hand＝ 技 術　Head＝ 知 識　
Heart＝心のこもった接遇）ということを学んだと
思います。知識・技術はプロとして未熟であっても，

「あなたがいてくれるから頑張れる」と利用者の方か
らいっていただけるサービスを提供することは可能
です。医療福祉の仕事は，地味で厳しい面もありま
すが，相手から勇気や喜びを与えていただけるすば
らしい一面もあります。自分の選んだ仕事を好きに
なってください。「好きこそものの上手なり」という
諺があるように，好きであれば苦しいことも乗り越
えられるし，もっといい仕事をしたいとの意欲が湧
き技術の向上も早く進みます。利用者の方に寄り添
い，優しく声かけして，「あなたがいてくれるから頑
張れる」と直接言葉でいわれなくても，そんな雰囲
気を利用者から感じることのできる仕事をして欲し
いと願っています。

　卒業後進学する人もいますが，ほとんどの人はそ
れぞれ採用された職場で働くことになります。皆さ
ん方の先輩の中には，よりよい労働条件のところで
働きたい，両親のいる故郷で暮らしたい，もっと自
分に合った仕事がしたい。経営者の方針についてい
けないなどいろいろな理由で転職した人が少なから
ずいます。かつてのゼミ生で転職した人に聞いてみ
ると，仕事は好きだけど上司や同僚等との人間関係
が耐えられないというケースが意外と多いもので
す。医療福祉の職場は組織的にもさほど大きくない
ところが多く，専門職として採用されると，人事異
動の機会もすくないのが普通です。相性の悪い人と
毎日顔を合わせて仕事をするのは確かに精神的に辛
いものです。そんなときは大学に来て学科やゼミの
先生等に愚痴をこぼしてください。何かいいアドバ
イスができるかもしれません。どんなところで働く
かも重要ですが，もっと大切なのは，どう働くか，
どう生きるかです。どんな人からも学ぶことはあり
ます。自分自身の人生を豊かなものにするために，
出会いを大切にして，社会人として生きる力・術を
身に付けていってください。
　戦後多くの人に読み継がれている安積得也という
詩人の詩集「一人のために」のなかに「平均を上げ
る人間」という題の次のような詩があります。
　　あの人が来てから　職場が明るい
　　あの人が来てから　職場に出るのが楽しみだ
　　あの人が来てから

　驚くほど職場の平均が上がってきた　
　　平均を上げる人間は　偉いかな
　　一人残らず　平均を上げる人間になれ
　私自身そんな人間になれているわけではないけれ
ど，その想いだけは持ち続けたいと思ってきました。
皆さんも本学を卒業したことを誇りに，こんな風に
評価される人になるよう努力してもらえると，この
上ない喜びです。
　最後に，あまり頑張り過ぎないで適度に肩の力を
抜いて，早く「あなたがいてくれるから頑張れる」
といってくれる人生の相棒を見つけることを心より
祈っています。

You raise me up
副学長　小

こ

　池
いけ

　将
まさ

　文
ふみ
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卒業生に贈る言葉

プロとしての 
　　「自信」と「自省」

医療福祉学部長 
田

た

　口
ぐち

　豊
とよ

　郁
ひろ

　第16期生の皆さん，卒業おめでとう。
　 4 年前，大学歌「愛ありて」（さだまさし作曲）に
迎えられて入学してきた君たちは，立派に学業を修め
られ，もう一つの大学歌「花咲ぬ」に送られて卒業の
時を迎えました。皆さんが手に入れた学位記には皆さ
んの 4 年間の努力に加えて，ご家族の皆様，川崎医
療福祉大学の教職員や仲間の愛情が染み込んでいま
す。この証書を手にした喜びをお世話になった皆様に
お知らせし，感謝の意を表してください。
　川崎医療福祉大学では，医療福祉，社会福祉の視
点を持った人材を育てることを目標に，医療・保健・
福祉に加えて，環境・安全に重点を置いた教育を進
めてきました。このような人材は，医療および福祉関
連職場に限らず，あらゆる職場で必要とされる人材だ
と考えています。4 年間の勉学の成果は，すぐには形
になりませんが，喜びや苦難を共にした友は生涯の友
となり，努力してきたことは，必ずや報われます。川
崎医療福祉大学で共に学んだことに自信と誇りを持
ち，大きな夢を持って社会に飛び立ってください。
　皆さんはこれから，医療や福祉などの現場で，プロ
フェッショナル（専門職業人）として働くことになるで
しょう。プロフェッショナルとは，高度な専門知識と技
術で，顧客の依頼に応える自立した職業人を指します。
プロフェッショナルであるためには，社会に奉仕する
使命感と，おきてやルールを守る自律心が重要です。
　また，仕事を進めていく上で，生涯を通じた学習の
継続と努力に裏打ちされた専門職としての「自信」が
必要です。一方，「自信」は「うぬぼれ」と紙一重とも
言えます。したがって，専門職業人には，特に「自省」
と「真摯」さが求められます。数年前に，家族旅行で
永平寺に行った帰りに立ち寄った蕎麦屋さんに「つもり
ちがい十ヵ条」という文書が壁に掲げてありました。そ
の言葉に感銘を受け，以来，この十ヵ条をパソコンのデ
スクトップに貼り付けて毎日声に出して読んでいます。
卒業生の皆さんにも参考になればと紹介いたします。

　目標設定

医療技術学部長 
健康体育学科長 

長
なが

　尾
お

　光
みつ

　城
しろ

　16期生のみなさん卒業おめでとうございます。
　大学に入学して早 4 年の歳月が経とうとしています。
大学に入学したばかりの時は，卒業なんて遠い先の様
に思っていたのに，もう社会に巣立たなくてはなりませ
ん。私たちも社会に出てつまずいては考え，つまずいて
は考え，やっと行き着いたところがあります。私が社会
に出て28歳の時心のよりどころとした言葉があります。
　「人生成功のかぎは目標設定にあり」。私はこの言
葉を座右の銘のひとつとしています。人が生きてい
く上で，自らの目標を明らかにする努力が大変重要
と思うからです。
　私は大学時代に学習塾を始め，できないといわれる
生徒にやる気を起こさせるため悪戦苦闘してきました。
その経験の中で，彼らが心の底から望む未来こそが，彼
らを奮い立たせる原動力になることを何度も見てきま
した。人は自分の思い描いた世界がはっきりすればする
ほど目標が明確になり，大きな力を発揮するものです。
　大学受験に失敗した生徒に，本当は何になりたいの
かと尋ねたところ，「将来喫茶店を経営したい」。私がア
ルバイトをしながら夜間の調理学校に通って資格を取
得するよう勧めると，彼は 3 年して喫茶店を任され，今
ではホテルのコック長として活躍しています。
　つまり彼は，私が詳しく将来の夢を聞くうちに目標
が明確になり，自分の進む道を自ら見いだしていった
わけです。
　こうしたケースは彼だけではありません。大学を卒業
後，再受験をして歯学部の助手となり，歯周病の研究
に打ち込んでいる者，父の後を継ぎ，木綿豆腐にこだ
わる豆腐職人になった者，海外協力隊の経験からメキ
シコの大学に留学した女性など，多くが目標を持って生
き生きとした人生を歩んでいます。
　ここで少し具体的な話を入れたいと思います。若い
人はすぐ結果を求めようとします。しかしそのことが地
道な努力をさまたげていることにもなっているように見
受けられます。 1 年間で100万円ためようと思ったら毎
月83,333円貯めて最終月にプラス 4 円で貯まります。
やってみると結構大変です。それでは 2 年間で貯める
にはどうするかということになってきます。期限を決め，
全力を注がねばなりません。お金を貯めるには雪だるま
の芯が必要になってきます。まずこつこつ貯めることで
す。そして経済の勉強をしていくことも必要になりま
す。社会人 1 年生として貯金を始めてください。
　最後に一言述べます。自分の生きる目標を明確にし
て努力すること，同時に精神，教養，健康，経済，家
庭，社会など生活全般に目を配り，それぞれの面で向
上を目指すこと。このトータルな自己実現こそが人生の
幸せの目標と考えます。そこで，今日卒業する若い学生
諸君が目標設定とその後の努力の大切さをしっかり認
識して社会で頑張っていただくことを望んでいます。
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卒業生に贈る言葉

シルバーシート・ショック
医療福祉マネジメント学部長 
医療福祉経営学科長 　　　 

斎
さい

　藤
とう

　観
かん

之
の

助
すけ

　　　努力と運命
─不思議な8対2の比率から─

医療福祉学科長 

小
お

　河
がわ

　孝
たか

　則
のり

　ご卒業おめでとうございます。本学で悲喜こもごもの
青春時代を過ごされた卒業生の皆さんとそれを支えてく
ださったご家族の方々に対してお喜びを申し上げます。
　黒井千次氏が「老いるということ」という本に，電車
の中で，小学生の男の子から，あそこに座ってください
と席をすすめられた時の経験を書いています。“そこが，
三人掛けの老人や妊婦のための優先席であることに気
がついた時，自分はもう優先席を譲られる年になったの
か”という衝撃を受けたそうです。男の子は，ただ老人
に席を譲るという親切をしただけなのに，子供への感謝
の念よりも，自分の衝撃の方が遥かに強く，自分の老い
の認識や心構えに対して，“幼い子供の親切は不意打ち
のように襲いかかってきた”というのです。黒井氏は，
初めての経験に戸惑いながらも，ありがとうと礼を言
い，席に座らせてもらったそうです。
　実は，私も数年前に，同じような“シルバーシート・
ショック”の初体験をしました。しかし，私の場合は，

“次の駅で降りるから，大丈夫”と強がりを言って断り，
子供達の親切を素直に受け入れることができませんで
した。人間の心とは，なんと複雑で微妙なものでしょう
か。シルバーシートに土足を投げ出して席を占領してい
る高校生を見ては，“最近の若い者は……”などと批判
がましく嘆く一方で，幼い子供の素直な親切には戸惑
い，我が身の老いにショックを受けることもあるのです。
　私は，今年，60歳代の後半に突入しました。人口統
計によると，2007年時点で，日本の65歳の平均余命は，
男性が18. 6 年，女性が23. 6 年だそうですから，私を含
めて，現時点で60歳半ばの老人は，確率的には，これ
から20年前後の「老後」を過ごすことになります。黒井
氏も言っていますが，20年と言えば，オギャーと生まれ
た赤ちゃんが成人するまでの歳月に匹敵する時間で
す。これを，“まだ20年もある”と感じるか，“もう20年
しかない”と感じるかは，個々人の感性によって異なり
ます。しかも，この20年間をどのように過ごせたら幸せ
かという人生に対する価値観や幸福観は，人それぞれ
で，千差万別です。
　皆さんの多くが進まれる医療福祉の仕事は，人間の
心情，あるいは価値観や幸福観は，個人によって違うと
いうことを，まず認識し，それを受け入れることから始
まります。皆さんは，川崎医療福祉大学の 4 年間でそ
れを十分に学んだはずです。
　皆さんのご活躍をお祈りいたします。

　第16期生の皆さんご卒業おめでとうございます。
心からお喜び申します。皆さんの卒業に保護者も感
激していると思います。諸君とともに私からも，保
護者に深湛の謝意をささげたいと思います。
　大学を卒業し社会に出て行く皆さんにも考えてほ
しいことがあります。
　何かの本で読んだことでもあり，ネットにも出ていま
すが，ユダヤの言葉に78対22の比率法則というのが
あったように思います。身近な例を挙げてみましょう。
　人間の体は，水分とその他の物質の比率は78対22
という比率であるといわれています。我々が生命を育
む地球もこの比率に近い数値であり，海が71％で陸
が29％であるといわれています。空気中の窒素と酸
素の比率も78対22の比率であるといわれています。
　大雑把な表現で失礼を顧みずながらも，報道によ
ると，今日，地球上で明日の心配も無く食べ物が得
られているのは，全人口のたぶん 2 割くらいではな
いでしょうか。 8 割は明日もなければ食べ物も無い
状態のようです。 8 割の中には，最小限で命のつな
がりを親兄弟との関係さえも無残に捨て置かざるを
得ない場合もあるようです。
　ユダヤの比率は，ビジネスの世界でも知ってか知らぬ
か応用されているともいわれています。ショッピングセ
ンターで売り出しをしたときの売上結果を集計してみる
と，目玉商品として並べた 8 割の商品アイテムの売上寄
与率は全体の 2 割であり，関連購入を狙った 2 割の商
品の売上寄与率は全体の 8 割を占めるといわれます。
　それ以外にも，およそ 8 対 2 の割合は物事の判断を
する場合の深い示唆を含んでいるのかもしれません。
　生活習慣病やメタボリックシンドロームが叫ばれ
ています。私も含めて，多くの人の関心ごとです。
しかし，気遣っているのは 8 割の人と時間であり，
残された 2 割は気遣うことを忘れた人と時間ではな
いかと思われます。
　多分，熱中できるのは 8 割までで， 2 割は無理が
利かないよと教えてくれているのではないでしょう
か。適当な表現ではないかもしれませんが，努力の
とどくのは 8 割で，後は天の運命が定めるのではな
いでしょうか。そんなふうに考えてみたら，少し気
の休まる私ですが，みなさんはいかがでしょうか。
　私が高校 1  年生の時，英語の時間に覚えさせられ
た英語の諺を思い出しました。この諺もユダヤの言
葉に近いようにも思えるのですが。
　Heaven helps those who help themselves.
　諸君の新しい船出に，幸多かれと祈りながら悪文
を終えます。
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卒業生に贈る言葉

　第16期生の皆さん，卒業おめでとうございます。前
途洋々たる船出を心から祝福します。
　よく学び，よく遊びましたか。真の友人を得ました
か。良い書物に出会いましたか。悔いはありません
か。そして何よりも，本学科で学んでよかったといえ
ますか。これらの問いに対して迷うことなく肯定的な
返事ができる諸君は，きっと力強い船出ができるに違
いないと思います。自己効力感を獲得した人は，自信
を持って何にでもチャレンジできるはずだからです。
　最近いろいろな年度の卒業生の同窓会に招かれて出
席することがよくあります。卒業後の年数などによって
雰囲気の相違はあるものの，皆さん立派な社会人にな
り，素敵なお母さんになっています。彼らと話している
と，まず大学時代が楽しかったこと，そしてバイトばか
りせずにもっと勉強しておけばよかったとか，そして臨
床心理学科で学んでよかったという感想が聞かれま
す。その他よく出る話題としては，何気なく習った心理
学がこんな身近なことに関係していることにはじめて
気がついたということです。例えば発達心理学が子ど
もの躾や教育に関係していたこと，知覚心理学で学ん
だ視覚の原理が 3 D映画に活かされていること，犬や
ネズミの学習心理学が子どものやる気や大人のうつ病
に関係していること，ポジティブ心理学が対人ストレス
の解消法に役立っていることなどなどです。
　こうした想い出話を聞くのは我々教員にとってこの
上ない喜びなのですが，逆にもっと力を入れるべきで
あったことが一杯あっただろうに，という反省の機会に
もなります。その一つに，皆さんが社会に出て困らない
ように，基本的なマナーとコミュニケーション・スキル
を身に付けておいて欲しかったということがあります。
携帯メールの普及のせいか，きちんとした挨拶，正しい
言葉遣い，正当な自己主張，などが苦手な若者が増え
ているようで気がかりです。相手を尊重する対人関係と
して極めて当然のことで，臨床心理学実習，精神医学
実習，相談心理学実習などの学外実習を経験のある人
なら痛いほど分かるはずです。対人援助サービスを志
す皆さんに対して，私たち教職員がもっと力を注ぐべき
だったかもしれません。しかし私たちの願いは忘れない
で欲しいと思います。
　最後に，今の社会は決して皆さんにとって優しい環
境にはないことを覚悟してください。だからといって，
先回り不安によって尻込みしたり，チャレンジを怠った
りしないようにしてください。是非日常生活のコーピン
グメニューに，心理学で学んだアサーションを加えて欲
しいと思います。因みにアサーションとは，相手の権利

（You’re OK）と自己の権利（I’m OK）をともに尊重す
る適切な自己主張のことでした。自己抑制をし過ぎた
り，相手を無視した自己中心的な振る舞いは対人ストレ
スを高めるだけでなく，大切な対人関係を壊し，組織の
機能を低下させることになります。心理学を活かしたア
サーティブな人材として活躍されることを祈念します。
Be assertive !

 Be Assertive !
臨床心理学科長 

金
かね

　光
みつ

　義
よし

　弘
ひろ

この道より我を生かす
　道なし，この道を歩く

保健看護学科長 
津

つ

　島
しま

　ひろ江
え

　保健看護学科第12期生の皆様のご卒業を心からお
喜び申し上げます。皆様がわが学園から旅立たれる
2010年は川崎学園40周年，川崎医療福祉大学20周年と
いう，学園において記念すべき年です。また，看護界
においても，2009年「保健師助産師看護師法及び看護
師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正す
る法律案」が60年ぶりに改正され，2010年 4 月から施
行されるという新時代の幕開けとも言われる年になり
ました。そして，看護師の基礎教育が「大学」主流へ
という骨子は，看護師国家試験受験資格に「大学」を
明記，保健師・助産師の教育年限を 1 年以上にするこ
と，卒後研修の努力義務化が謳われました。つまり，
医療の高度化や在宅医療のニーズの高まりなど看護
職に求められる役割がますます増大し，高度実践能力
の育成が求められているということが挙げられます。
　このような社会状況の中での本学の教育について，
特に第11期生の皆様に身近なことを挙げてみたいと
思います。
　近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの
誕生日にちなみ，毎年 5 月12日は「看護の日」として
制定されています。これは21世紀の高齢社会を支えて
いくためには，看護の心，ケアの心，助け合いの心を，
私たち一人ひとり分かち合うことが必要で，老若男女
を問わず，誰もが育むという趣旨で制定されたもので
す。これらを背景にして，2007年，川崎医療福祉大学
保健看護学科は 5 月の第 4 週を「看護の日」とし，川
崎医科大学附属病院実習開始式も定例行事としまし
た。全学生，保護者，教員が集う中，ブルーのユニ
ホームを着て，行進した最初の学生が第11期生でし
た。また，皆様がご入学の年には大学院保健看護学専
攻博士後期課程が開設され，看護教育 9 年制スタート
の年となりました。ご卒業の年には全国に先駆けて，
大学院修士課程で助産師養成が開始されました。
　看護師として，保健師として，養護教諭として，あ
るいは進学して助産師へと幅広い道に進まれる皆様，
どんな夢を抱いて旅立たれますか。これらの道は“夢
の実現可能性がとても高い”と言われます。しかし，初
年度には専門職者として育つための厳しい現実があり
ます。そんな皆様の胸に，「この道より我を生かす道な
し，この道を歩く」（武者小路実篤）という言葉を秘め
て歩んでほしいと願い，贈る言葉とします。疲れた時，
夢を語りたい時，母校のホームページを見たり，母校
に帰って来てくださることを教員一同で待っています。
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卒業生に贈る言葉

他者は自分を写す鏡

臨床栄養学科長 
中
なか

　坊
ぼう

　幸
ゆき

　弘
ひろ

　ご卒業おめでとうございます。 4 年間の学生生活
は如何でしたか。この 4 年間には様々な出来事があ
り，思い出に残ることも数多くあったことと思いま
す。思い出すままに書き連ねてみました。クラスの
人達と先生を知ることができた研修旅行，入学当初
は長いと思った90分の授業時間，家族への思いが横
切る一人暮らしの朝ごはん，混雑する昼食時の食堂，
友達と食べる教室でのお弁当，お好みのパンデラン
チの焼き立てパン，初めての期末試験に先輩から仕
入れた試験情報，図書館のお気に入り座席で過ごし
た日々，マイ座席に他人が座っていて落ち着かなく
受けた授業，初めて飲んだお酒の味，調理実習で目
覚めた才能と調理の面白さ，課題提出を終えれば忘
れてしまう事前準備の大切さ，臨地実習先で知った
仕事の厳しさと人々の優しさ，食事の大切さ，友人
達と楽しんだ旅行，生長する姿に感動した野菜クラ
ブの活動，没頭した卒業研究，緊張した卒業研究発
表会，つかの間の年末年始と毎週受けた国試模擬試
験，夜遅くまで頑張った国試受験勉強，もっともっ
と色んなことがあって，楽しいことや悲しいこと，
辛いことや悩んだこともあったことでしょう。人生
を決める出会いがあったかも知れませんね。
　そうした 4 年という年月の中で，皆さんは成人にな
る人生の一つの節目を通過しました。成人は，これま
での依存型生活から大学を卒業する日を境にして，社
会で働く自立型生活に大きく変身することになりま
す。社会の一員として働くことは人としての努めであ
ると私は思っています。皆さんは，これから大学で習
得した技能を駆使して働くことになります。働くこと
とは，職業の有無ではありません。職業の有無に関わ
らず人は働き生きていきます。人は一人では生きてい
けません。他者との関わりのなかで生きていきます。
　高校時代の先生から教わった言葉に「他者は自分
を写す鏡である」があります。この言葉を皆さんに
贈ります。上手く行かないときに思い出してくださ
い。貴方の周りには必ず理解してくれる人が居るこ
とを信じて働いてください。一人で生まれ一人で生
きているのではありません。そして，親から授かっ
た身体を大切にして次の世代に引き継いでください。
皆さんのご健闘とご多幸を心から応援しています。
遠慮なくいつでも大学をお訪ねください。

これで成功間違いなし

感覚矯正学科長 
田

た

　淵
ぶち

　昭
あき

　雄
お

　16期生の皆さん，卒業おめでとう。毎年ながら，
卒業間近かのこの時期になると「これだけ勉強して
もらったのだから社会に出ても大丈夫！」と思う反
面，「これでよかったのか？」と心配する気持ちも半
分あります。国家資格の視能訓練士あるいは言語聴
覚士を目指す学科である以上，皆さんは多くの必須
科目の勉強のために，「大学生活を楽しもう」とか

「大学でないと経験できないことをやろう」という，
有意の課外活動に余り時間が取れなかったかもしれ
ません。しかし，学科として 1 年次の「へレンケラ
ーを知っていますか」，2 年次のホテルグランヴィア
岡山での「社会福祉（含実習）見学報告会」，卒ゼミ
担当教員との様々な会合や学会参加などは，皆さん
の人間形成にはきっと役立っていると思います。
　この様な課外活動には，学問や実習によって習得
する医療社会で働く基本的能力をうまく潤滑させる
力を養う効能があり，私はこれをいつも推奨してき
ました。中には，こればかりに時間をかけ，学問に
費やす時間がなかった学生もいたかもしれません。
しかし，順序はともかく，無事卒業できた訳ですか
ら，これからはバランスよく成長してください。
　さて，「学問すること，勉強すること」の意義は，
これからの職業人としてのベースになっていること
ですが，別の側面があります。それは，「患者さん悩
める人を愛すること」です。私は大学を卒業し，医
療人としてまだ駆け出しのころ，先輩から「患者さ
んを愛するために勉強しなさい。」，すなわち「勉強
は愛だ。」と言われました。「患者さんに最高の医療
を提供することが，患者さんを愛することに他なら
ない。」ということだと今でも信じています。
　新しい医学・医療について勉強することがつらく
ても，患者さんによい医療を提供することで患者さ
んを愛することができれば，これほどいいことはあ
りません。まさに，“これで成功間違いなし”です。
　皆さんは，これからは寝ても覚めても「職業人」
として周囲から見られ，尊敬され，また，それを自
覚して行動しなくてはならない社会に入りました。
　「常に勉強すること」が「愛の行為」であることを
念頭に置き，職業人として“成功”してください。
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卒業生に贈る言葉

LONG AND 
　　WINDING……

リハビリテーション学科長 
渡
わた

　邉
なべ

　　　進
すすむ

いよいよ社会人，
実りあるキャリア形成を

医療秘書学科長 
今
いま

　林
ばやし

　宏
ひろ

　典
のり

　第12期生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。
卒業までの長く険しい道のりを皆さんは立派に乗り越
えようやく卒業というゴールに到達しました。心から
お祝い申し上げます。思えば，入学試験も大変な難関
でしたが，4 年間の学生生活も決して楽なものではな
かったでしょう。リハビリテーション学科は入るのも
大変だが，出るのはもっと大変とよくいわれます。 1
年次から解剖学や生理学等の専門科目がありますし，
骨や筋の口頭試問も厳しい試練だったでしょう。 2 年
次からの臨床医学や理学療法・作業療法の専門科目の
勉強も大変だったと思います。3 年次には初めての臨
床基礎実習に臨み，身も心も震える経験をしたのでは
ないでしょうか。4 年次の臨床実習や卒業研究の厳し
かったこと，専門職に就くということはなんと大変な
ことかと，何度も挫折しかかった方もいるのではない
かと思います。そして国家試験の緊張感，これは一生
忘れられないと思います。今年も全員合格しているも
のと信じています。もちろん苦労した反面， 4 年間頑
張り抜いたという達成感や充実感，友達との交流や部
活動など楽しい思い出も一杯できたのではないでしょ
うか。まさに苦あれば楽ありです。全てが一生の宝で
す。ただ，ここまで到達できたのは決して自分一人だ
けの力ではないことを今一度十分に噛み締めて下さ
い。多くの教員や事務職員の方々，臨床実習指導者・
施設，ご家族，友人達そして気持ちよく臨床実習にご
協力いただいた患者様や利用者の方々のおかげでこ
こまで来ることができたことを心から感謝していただ
きたいと思います。そして，その恩に報いるためには，
皆さんが卒業後に立派な理学療法士・作業療法士に
なって活躍することしかありません。
　さて，表題の「LONG AND WINDING……」につ
いて少しお話しします。WINDINGの続きはROADで，
1970年にビートルズが歌って大ヒットした曲です。恋人
への「長くて，曲がりくねった道」を歌った曲です。日
本でも皆さん方のご両親より少し上の世代がよく口ず
さんでいた曲でした。皆さん方は，この曲よりむしろ，
絢香とコブクロの「WINDING ROAD」の方がなじみ
深いのではないでしょうか。「曲がりくねった道の先に，
待っている幾つもの小さな光……」まさに，皆さんたち
の未来を表していますね。「まだ，遠くてみえなくても，
一歩ずつ　ただそれだけを信じて」歩いていっていた
だきたいと思います。それでも，長い人生の中で，苦し
いことや困難なことに遭遇することはたくさんあると思
います。その時には，「立ち止まった自分を連れて，夢
見てた あの日の自分に会いに行って」ください。そう
すれば，いつの日か過去を振り返ったとき，「真っ直ぐ
に伸びていた今日までの足跡」を発見できるでしょう。
曲がりくねった道の先に，今日のあなた方がきっと待っ
ていてくれると信じています。さあ，LONG AND 
WINDING ROADの一歩を踏み出しましょう。

　医療秘書学科第 2 期生の皆さん，ご卒業おめでとう
ございます。心よりお祝い申しあげます。
　これからいよいよ社会人，社会に出ると仕事の成果を
認められ喜ばしい事もあり，また幾多の苦難にも直面す
ることもあります。自らの力で問題を解決し壁を乗り越
えなければなりません。このことからも自分の道標を方
向づけるキャリア思考を培い，自分の信念に基づき自分
の道を切り開いていただきたいと思います。
　さて，2 年次生の時に人間関係論の授業でキャリア・
デザインについて受講していただきましたが，キャリ
ア・デザインは「自分の人生を切り開くために生き方・
働き方について思考し描いていくこと」であり，一生涯
続く自分探し，つまり「道標探索活動」であると説きま
した。将来への社会適応性を身につけるべく「生きる
力」を養い，一生涯の生き方・働き方に対する問い掛
けを提供するキャリア・デザイン思考と意識は，現今の
厳しい社会情勢において非常に重要であり，自分の人
生を切り開くための「個人戦略」となります。
　しかし，現実はそう簡単なものではありません。なぜ
なら人生というのは「予期しない偶然の出来事」が発
生するからです。自らの人生をデザインする過程には，
心の健全性，精神力，信条・信念，身体的健康，能力・
技能の育成，学習力，人間性の涵養，人間関係，人生
哲学，環境把握等々の要因と諸力が伴うものであり，そ
れらを総動員して総合力へと高め発揮しなければなり
ません。言い換えれば，「自分は社会に対して何ができ
るのか」「自分は何がやりたいのか」「自分は何をやるこ
とに価値を見出せるのか」「何をしている時に効力感や
有能感を感じられるのか」というような，自分に対する
課題を一つ一つ解き「自分を知る」ということと，「自
分の将来を描く」ための手がかりを探索し，「自律して
主体的に生きる自分」を見つけていかねばなりません。
　上述のとおり，人生というのは「予期しない偶然の出
来事」であります。したがって将来の目標をはっきり定
め実行していても思うように行くものでもなく，計画通
りに全てうまく実現できるというものでもありません。
中・長期計画を立てても先行き不透明な時間を操れる
ほど人間は正確に行動できるわけでもありません。だか
らといって「成り行き的キャリア」で良いはずはありま
せん。そこで，長期的スパンをデザインし難いので，短
期集中型の節目（転機）という短期的スパンでのキャリ
ア・デザインという考え方があります。キャリアの節目
と感じるその瞬時を見逃さずやるべき事を集中して実
行していくことです。そのために①大きな方向感覚をも
ち，②節目だけはしっかりキャリア・デザインし，③そ
の時，力強く主体的に行動し，④一期一会や出来事を
大切にしていくという心得が必要です。そして，節目を
越えてデザインしていく時，乗り切るための4つの要因
が，①自分・②状況・③周囲の支援・④戦略です。自
分の置かれている「状況」を即座に察知・理解し，周
りの人々からの「支援」を受け，人々から得た情報を自
己学習とし，「自分」の個人「戦略」として実現してい
く，といったキャリア思考過程を現実に活かして自己実
現を成していただくことを念願いたします。大学での自
分探しから，今度は社会での新たな自分探しを始めら
れる卒業生の皆さんに対し，それぞれの進路でのご活
躍をお祈り致します。
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　第16期生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。
川崎医療福祉大学のこの明るいキャンパスで過ごした
学生生活はいかがでしたか。いよいよ，これまでに培っ
てきた能力を，社会人として，存分に発揮する時が来
ました。医療情報学科は，情報技術を医療福祉の分野
で活用することを目指している，とてもユニークな学
科です。情報と医療という，どちらも重要でしかも奥
深いふたつの学問に取り組んだということを誇りにし
て，自信を持ってこれからの人生に臨んでください。
　ところで皆さんはアキレスと亀の話を知っていま
すか。北野武監督の映画のタイトルにもなっています
が，これは無限にまつわるパラドックス（逆理）とし
て有名な話です。簡単に紹介します。直線コースを，
足の遅い亀と足の速いアキレスが同じゴールを目指
して競争をするとします。走る速さが違いすぎるので
同じ場所からスタートするのはフェアではない。そこ
で，アキレスは亀の後方たとえば100mのところから
亀と同時にスタートすることにします。さて，アキレ
スは亀を追いかけて，まもなく亀がはじめにいた地点
にたどり着くでしょう。しかしそのとき，亀はゴール
に向かって少しは前に進んでいますから，アキレスは
さらに亀を追いかけなければなりません。ところが，
亀のいた地点にたどりついても，亀はまたさらに少し
先にすすんでいますから，アキレスはまた亀を追いか
けなければなりません……つまりアキレスは永遠に
亀に追いつかないという結論になるというわけです。
　あり得ない結論ですから，推論のどこかに欠陥が
あるのですが，それはさておき，私はこの話にひと
つの教訓を見つけました。それは，俊足アキレスで
さえも亀を目標として走ったらこんなことになって
しまうということです。人生には，自分の可能性を，
知らず知らずのうちに小さなひとつの枠にはめこん
でしまうことがままあります。皆さんは，是非，広
い視野をもって可能性に挑戦し，すばらしい目標を
見つけ，それに向かって精進してください。
　卒業後の進路はさまざまでしょう。しかし，どの
道であっても医療・福祉・情報と切り離すことはで
きません。ですから医療情報学科を卒業する皆さん
は，これから進む道で必要な知識・能力を高めるた
めの準備は十分整っているはずです。自分自身を見
失わず，しっかりと努力をつづけてください。
　おわりに，亀とアキレスの名誉のために付け加え
ますが，こつこつゆっくり着実に進むことも，すば
やく駆け抜けることも，それぞれ，他のものにはな
い味わいがあります。個性を活かして，社会で大い
に活躍されることを願っています。

卒業生に贈る言葉

　ご卒業おめでとうございます。心からお慶び申し
上げます。
　「がんばって！」といわれると正直キツイ，でも

「がんばらないで」「無理しないで」といわれるのも
複雑な心境になる。こんな話を聞いたことがあると
思います。私もときどき使います。どうも日本人は

「がんばって」とか「がんばれよ」とよく言うし，「が
んばります！」と答えるらしい。
　10年ほど前になりますが，「がんばらない宣言いわ
て」というキャッチコピーが載った新聞の全面広告
がありました。岩手県のＰＲ広告です。この表現に
ついては県議会でも賛否両論あったようです。これ
はなまけるという意味ではなく，岩手県らしいがん
ばり方を目指すという宣言だそうです。
　「がんばらない」という言葉の火付け役は諏訪中央
病院名誉院長の医者で作家の鎌田實さんかも知れな
い。2000年に出版した「がんばらない」という本が
反響を呼び，翌年には西田敏行主演でテレビドラマ
になりました。
　その後，「あきらめない」等，多くの本が出ていま
すが，「それでも　やっぱり　がんばらない」という
本があります。すでに読んだ人もいると思いますが，
一部を紹介します。
　＜がんばらない介護＞という一文があります。当然，
なまける介護ということではなさそうです。がんばら
ないというのは介護者一人だけでがんばらないとい
うことで，介護される人の生きる意欲や前向きな気持
ちを引き出し，本人に生きがいを持たせてあげること
が大切だ。そして，人間，誰でも，どんな小さなこと
でも，心をときめかしたいと思うし，感動する心を忘
れてはいけないし，感動の中に生きる力が芽生え，感
動の中に生きる意味が見えてくると述べています。さ
らに，介護プランは，おし着せであってはならないし，
介護者やケアマネージャーには感性が必要であり，高
齢者への想像力が大切であるとも言っています。
　また，＜他者への想像力＞という項では，現代の
科学技術文明のなかに完全に組み込まれた医学は，
サイエンスやエビデンス（根拠）などの言葉に蹂躙

（じゅうりん）され，他者への想像力を急激に失いは
じめた。人が人を診る医療が他者への想像力を失う
ことは悲しいことだと述べています。
　医療に限らず，人間だれでも，ゆとりがなくなる
と，他者への想像力を失います。みなさんは 4 年間，
医療福祉デザインを学びました。ユニバーサルデザ
インは他者への想像力から始まります。デザイン行
為の中で常に求められたのが感性であり，想像力で
あり，感動だったと思います。時には苦痛だったか
もしれませんが「よくがんばりました」。このことに
誇りと自信を持って，人間として，社会人として，
職業人として新しい生活を「がんばって」ください。

感性・想像力・感動

医療福祉デザイン学科長 
徳
とく

　山
やま

　　　容
やすし

広い視野をもって
　可能性に挑戦しよう

医療情報学科長 
野

の

　澤
ざわ

　亮
りょう

　平
へい
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川崎精神・川崎魂

川崎医療福祉大学協助会 
会長　白

しら

　石
いし

　明
あき

　文
ふみ

卒業生のみなさんへ

健康体育学科　一期生　　　 
同窓会長　尾

お

　田
だ

　幸
ゆき

　夫
お

　 4 年生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。
そして 4 年間よく頑張りました。今，皆さんは，わ
が国最初の医療と福祉の総合大学・川崎医療福祉大
学の課程を無事終了された自信と誇り，そして社会
人として新たなスタートを切ろうとする大きな期待
と希望に胸ふくらませていることと拝察いたしま
す。
　また 4 年間通った愛する大学との別れに一抹の寂
しさを感じ，社会に出る不安と責任に少々堅くなっ
ている方もきっといらっしゃるでしょう。
　これからはそれぞれの道のいわば「プロ」として
立つわけで，厳しく困難なこともあるかもしれませ
んが，どうか 4 年間お世話になった方々への感謝の
心を決して忘れることなく，一日一日，一つ一つを
大切に，一生懸命に生き抜いてほしいと思います。
　樹木でもそうですが，寒風に耐え，暴風に倒れな
いのは，目に見えない「根っこ」が大地にまっすぐ，
たくましく延びているからです。
　人間も同じで，目に見えない精神・魂をしっかり
持つところに，困難にも打ち勝つ，揺るぎない，明
るい人生があるのだと思います。
　これは私見ですが，川崎学園は初代理事長の川﨑
祐宣先生が岡山市北区中山下に川崎病院を開業され
た時の「病院は患者さまのためにある」が，まさに
川崎精神・川崎魂だと信じます。
　「本当の幸せは世の中のみんなが幸せになること」
と願い，この精神・魂をもとに，昼夜，病み，悩み，
苦しむ弱い人々のために精一杯の真心を尽くされた
創始者・川﨑祐宣先生は，人の喜びをわが喜びとさ
れ，人の悲しみをわが悲しみとされた，心豊かな人
生の大哲人だと思います。
　自分の将来や健康に不安を持つ人が多い今日，卒
業なさる皆様一人一人が，身につけた知識や技術を
活かして社会にお役に立つと同時に，どうか 4 年間
で養われたこの目に見えない川崎精神・川崎魂を心
の「根っこ」として大切にされ，さらに大きくふく
らませて，一人でも多く悩み，苦しむ人々が心安ら
ぎ，喜ばれ，幸せになるようお祈り申し上げ祝辞と
いたします。

卒業生に贈る言葉

　平成21年度卒業生のみなさん，ご卒業おめでとうご
ざいます。
　ならびにご家族のみなさま，関係者のみなさまにお
かれましても心よりお慶び申し上げます。
　私たち同窓生一同といたしましても，みなさんを同
窓会会員として本会にお迎えできることを嬉しく思い
ます。みなさんを新たに会員としてお迎えし，平成21
年度より会員数は約12,500名となります。
　さて，同窓会とはいったいどのようなものなので
しょうか。
　卒業後入会していただき，何があるのかについてご
紹介させていただく機会があまりありませんのでご不
明な点が多々あるのではないかと思います。そこで，
この誌面を通して簡単にご説明いたします。
　まず同窓会本部が行っている活動は，以下の 4 項目
になります。
1 ．支部活動の支援
2 ．会員の所在情報の収集とその管理
3 ． 同窓会報，ホームページの作成編集による会員

への情報発信
4 ．会費の収集・管理と適切な支出
　これら 4 項目の事業を行うことによって，約 4 年間
を同じ学び舎で過ごした者同士が，大学を出てからの
長い年月において繋がり合える環境を整備し，世代や
学科を超えた交流をサポートしていくことが同窓会本
部の役割となります。
　さて，私からみなさんに何か書かせていただくのは
大変恐縮なのですが，私がこれからのみなさんに言え
ることを少し書きます。
　大学に入学される時，または在学中も「何のために
学ぶのか」ということを自問自答することはありませ
んでしたか。個人によって進む道は違うと思いますが，
今後社会に出られてからは，「何のために働くのか」と
いうことをたまに自問自答してみてください。私は今
現在も職場で働いている最中に時々このようなことを
自問自答します。毎日，一番いい時間帯に，一番長い
時間，自分の持てるエネルギーを一番使っているこの
仕事とはなんだろうか？と……最近思うその答えは，
仕事の同僚と一緒に少しでも幸せだなあと思える時
間をもてることかなと思います。そのために，周りの
人にとって明るく，頼りがいのある存在でいられたら
いいなと思っています。なぜなら，一人で成功できる
仕事というものはないと思うようになってきたからだ
と思います。
　これからみなさんは，学ばれてきた知識や経験を生
かして新たな世界へと出発されます。大学で学ばれて
きた医療や福祉といった側面から人を助け，人を大切
にするという我々母校の精神を存分に発揮し，夢に向
かって一歩ずつ歩まれることを願っております。そし
て，日々生活を送られる中で同窓会の案内が届いた時
には，それぞれの支部会に是非ご参加いただきたいと
思っております。
　最後になりましたが，今後のみなさんのご健康とご
活躍を心よりお祈り申し上げます。
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　私はまだ30代であり，人生を語るには若輩者です。
大それたことを書くつもりはありませんが，失礼な
がらタイトルは「人生いろいろ」としました。私の
友人の話から，私より若い世代へのメッセージにな
ればと思っています。
　10数年以上も前ですが，私はバンドマンでした。
中学 1 年生からコピーバンドを組み，担当はドラム
でした。高校では先輩や同級生でもコピーバンドが
多い中，オリジナル曲を作成し，レコーディングを
してテープを販売したり，ライブハウスでの演奏を
行ったりと，中学時代には考えもしな
かった音楽活動を行っているグループが
あり，そのうち私も彼らの活動に混ざっ
ていきました。私が本学リハビリテー
ション学科に入学してからも彼らとのバ
ンド活動は続けました。大学 2 年生の夏
には，腕試しに出場したアマチュアバン
ドコンテスト「ぼっけえ総社 MUSIC 
DAY 1996」でMVPを受賞することがで
きました。賞金も嬉しかったのですが，
驚いたのはその後に音楽会社からスカウ
トされたことです。とはいっても，いき
なりメジャーデビューではなく，育成バ
ンドの一つとして契約を結ぶものでし
た。
　ここからが人生いろいろの本題です。
まず問題になったのが，本当に皆プロを
目指してやっていくのかという点で，プ
ロを目指すのであれば東京でライブ活動
を行ってほしいというのが会社の要望で
した。結局，私は抜け，その後のバンド
はスカウトしてくれた方の知り合いでう
まいドラマーが入ることでパワーアップ
し，1998年には東京に進出して行きまし
た。むろん，東京でライブ活動をしたからといって
すぐにプロになれるわけではなく，途中で脱退し，
違う道を歩み始める他のメンバーも出ました。高校
時代には一般家庭への普及が進まなかったレーザー
ディスク（DVDの元祖のようなもの）で映画ゴース
ト−ニューヨークの幻を持っていたぐらいのこだわ
りを持った彼が次に選んだのは映画会社でした。初
めは非正規社員だったのですが，熱意が認められ何
年後かには正規社員になることができました。好き
ということは凄い力だと思いました。
　2000年，残りのバンドメンバーがシングルCDの
発売でメジャーデビューを果たすことができまし

た。しかし，2003年にはさらなるメンバーの脱退で
活動を休止することとなりました。高校時代から密
かに勉強し，密かに彼女を作りとやることはやる着
実な彼が次に選んだのは公務員でした。難関を乗り
越え無事合格したことにも驚きましたが，更に驚い
たのは，プロとしてバンド活動をしていた期間を仕
事の経験として評価されて給料に反映されたという
ことです。違う畑でも頑張っていたことは評価され
るものだなと思いました。
　2006年には残りのメンバーが再び新しいグループ

でメジャーデビューを果たしました。け
れども，2008年にはプロとしての活動を
断念することとなりました。彼が最後に
発売したCDの歌詞からは，10年間頑張っ
てきていろいろなことを感じたのだろう
ということが読み取れました。そして，
中学時代からオリジナル曲を作成するな
ど根っからの音楽好きの彼が次に選んだ
のも，やはり音楽業界でした。音楽制作
に携わる会社が経験のある人材を募集し
ていることを知人から紹介してもらえて
運が良かったと言っていましたが，努力
していたことが周囲に認められていたの
だと思いました。
　人生にはいろいろな道があると思いま
す。用意されることもあるかもしれませ
んが，自分で切り拓いていくことも必要
だと思います。好きであれば頑張れると
はいっても，好きなことを自分の職業に
できる人は限られます。そして，目標が
あれば努力できるとはいっても，はっき
りとした目標がなかなか持てないことも
多く，目標があっても努力するのは大変
で，努力をしても報われないこともある

かと思います。しかし，何事もやってみなければわ
からない，やるからには目標を持って，努力をする
ことが何かしらの結果につながっていくということ
を友人から学びました。そのような話を聞くのは気
持ちが良く，自己満足かもしれませんが，自身の過
去を振り返っても努力した結果の方が思い出して気
持ちが良いように思います。二者択一の選択を迫ら
れる場面があった場合には，自分がこれだと思った
方を選び，選んだからには努力を惜しまずに邁進し
ていくことが良い人生につながっていくのではない
かと思っています。

人
生
い
ろ
い
ろ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
　
講
師
　
石い

し

田だ

　
弘ひ

ろ
し

一般寄稿
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卒 業 生 一 口コメント

感謝を込めて
医療福祉学科　木

き

　村
むら

　豪
たけ

　志
し

　「みんなとバカやった」，「サークルで社会勉強し
た」，「必死にバイトした」，「実習の苦難…」，「福祉
とは何かと思いっきり悩んだ」，「生涯の友に出会っ
た」，「福祉の道に進む決意をした」。泣いて笑ったこ
の 4 年間が今の僕を支えています。ありがとうござ
いました！

そこかしこ
臨床心理学科　赤

あか

　松
まつ

　祐
ゆ

　美
み

　大学は価値観の相違や変容を幾度となく経験する
場です。そのひとつが「ＡとＢと，その間」。それら
に当てはめるものは何でもいい。大切なのは，それ
ぞれを認め受容すること，そして一方から他方への
過程を慈しむこと。卒業という一点に辿りついた時，
その過程とその続きをいとおしく思えるよう日々を
送ってください。

川福でのたくさんの経験が私の宝物
保健看護学科　茂

しげ

　原
はら

　万
ま り こ

梨子
　大学では様々な経験ができた。韓国へ研修に行っ
たり，関連図に頭を抱えたり，休学したり，エクセ
ルと睨めっこしたり。大変だったけど全部いい思い
出。大学生活で得たすべての出会いに感謝したい。
川福に入学して良かった！

後輩の皆さんへ
感覚矯正学科　徳

とく

　武
たけ

　朋
とも

　樹
き

　私は 4 年間の学生生活の日々をとても充実して過
ごしました。同じ夢を持った仲間達と出会い，共に
講義や実習を受けたことはかけがえのない宝物で
す。その 1 日 1 日を大切にしてこれからも学生生活
を楽しんで下さい。

健体16期生のみんなへ
健康体育学科　高

たか

　橋
はし

　香
か

　名
な

　私は，健康体育学科で，素敵な仲間と出会い，多
くの経験ができたので，本当に入学してよかったと
思います。 4 年間で学んだことや，大切な思い出を
胸に，社会人になっても頑張ります。卒業しても絶
対集まろうね！！

大満足の4年間
臨床栄養学科　丸

まる

　山
やま

　裕
ゆう

　介
すけ

　勉強，実習，バイト……。辛かったけどやり遂げ
て，今では自分がちょっと誇らしいです。でもそれ
は僕一人の力ではなく，支えてくれたたくさんの人
達のおかげでした。これからは，僕が人の支えにな
れるよう頑張ります。

笑顔とともに
リハビリテーション学科　松

まつ

　本
もと

　周
しゅう

　三
ぞう

　友人と一緒に朝日を見た試験勉強，支え合い乗り
越えた臨床実習，一致団結した仮装行列……みんな
と走り抜けた 4 年間，辛いこともあったけどそこに
は笑顔がありました。次はその笑顔を患者様に届け
ます！

4年間の挑戦
医療福祉経営学科　岡

おか

　野
の

　佑
ゆう

　亮
すけ

　大学での 4 年間は，私にとって大きな糧になりまし
た。私は多くの友人と出会い，また，学業やアルバイ
ト，サークル活動など様々なことに挑戦してきまし
た。挑戦することが自分を成長させてくれました。
　一度しかない大学生活を，是非悔いを残さないよ
うに過ごしてください。

出　会　い
医療秘書学科　信

のぶ

　江
え

　沙
さ お り

織里
　大学入学当初，「出会うべき時に出会った人を大切
にしてください」という医療秘書学科前学科長・島
名正英先生のお言葉が今でも忘れられません。期待
と不安でいっぱいだったあの頃，このお言葉が私た
ち学生の励みとなりました。大学生活では，病院実
習や就職活動，卒業研究など，くじけそうな時も多々
ありましたが，共に頑張ってきた仲間がいたことで，
乗り越えることができたと感じています。大学卒業
後も，たくさんの出会いがあると思います。そこで
も，出会うべき時に出会った人を大切にしていきた
いです。
　最後に， 4 年間共に頑張ってきた仲間たちや，お
世話になった先生方には深く感謝しています。本当
にありがとうございました。

今，手の中にあるもの
医療福祉デザイン学科　丸

まる

　山
やま

　善
よし

　之
ゆき

　大学 4 年間は，一人暮らしをはじめとして知らな
い土地での一からのスタートでした。そこで得たの
は，人との縁だと思います。学生生活や，授業やイ
ベントで支えてくれる仲間や，先生方に出会えたこ
とが私の一番の成果です。
　そして，この大学に通わせてくれた両親には感謝
しています。

未来のために
医療情報学科　本

ほん

　郷
ごう

　ゆ　か
　大学生活は，自分の将来の方向性を考え，行動で
きるチャンスの期間であると思います。就活前に
なってから進路について悩まないために，自分のな
りたいものを見つけ，前を向いて進んで行って下さ
い。後輩の皆さん，応援しています！
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09.10.9〜11　学園祭

07.6.18〜7.3　福文祭

08.6.17　学内献血06.6.3　レクリエーション大会

06.7.7　七夕寄席

06.4.6　入学宣誓式

このとき，
このとき めき  ……

2009年度 卒業生の軌跡
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「キャリア形成支援」を通して⑹最終回 〜なぜキャリア教育が必要なのか？〜�
 就職支援センター　就職課長代理　キャリアカウンセラー　齋

さい

　藤
とう

　尚
たか

　志
し

　

　前回の記事⑸では，「行動力と意識の大切さ」につ
いて述べましたが，「キャリア形成支援」の連載シ
リーズは今回をもって終えることになります。最終
回に当たり，再度原点に立ち返って，キャリア教育
がなぜ必要なのかについて，私自身の経験も踏まえ
たうえで考えてみたいと思います。

　“You are the CEO of your life.”（あなたは，あな
た自身の人生の最高経営責任者です）─ これは，
あるキャリアの本に書かれていた言葉です。 私たち
は幸福な人生を目指すために，キャリア形成が必要
です。そのためには，主体的に自分の人生設計にか
かわり，積極的な活動をしなければなりません。こ
こでいう「主体的」とは，①自分で考える。②それ
に基づいて行動する。③行動した結果に責任を持つ
ことを意味します。
　とはいえ，私たちを取り巻く環境は劇的に変化し
ました。終身雇用は終焉を迎え，組織は激しく流動
化しています。言い換えれば，自分のキャリアを会
社に委ねる時代から「どのようなキャリアを歩みた
いのか」を自分自身に問い続けて行く時代に変化し
ているといえます。働く環境が不安定だからこそ，

「これだけは他人に負けない」核を持ち，自分自身の
キャリアに対する「価値観」を絶えず構築すること
が私たちの使命です。
　近年では，自分のスキルや能力を棚卸して将来の
ビジョンを考える主観的なキャリア形成の必要性が
叫ばれています。一見主観的なキャリアがこれから
の自分を支える核になると考えがちですが，不安定
な環境の中で，現在のスキルや能力を将来の職務に
マッチングさせるためには，核となる「働く価値観」
を見つめなおし，理解することから始めなくてはな
りません。

　ところで，「キャリア」とはいったいどのようなも
のでしょうか。アメリカの心理学者ドナルド・E・
スーパーは，「キャリアとは人生のある年齢や場面の
様々な役割の組み合わせである」と定義しています。
一人ひとりが生涯を通じて仕事や社会と向き合い，
人生の節目で関わる全てのことがキャリアであると
いう考えです。
　このことから，キャリアとは端的にいえば，どの
ような仕事に就くのかが重要ではなく，「自分らしい
生き方」を見つけることです。そこで，一人ひとり
にとって望ましいキャリアを主体的に形成するため
には，「自立的キャリア」から「自律的キャリア」へ
の変革が求められます。「自立」とは，仕事と生活に
責任を持つことです。それは，働く場所があり，働
くことの大切さを認識したうえで「自立」は成立す

るからです。他方，「自律」とは，自分でコントロー
ルすることを意味します。とかく「他律的」になり
がちなキャリア形成ですが，決して「自律」を失っ
てはならないのです。それは，「あなた自身が人生の
最高経営責任者」だからです。

　ここで，伝統的な 2 つのキャリア論をご紹介しま
す。マサチューセッツ工科大学のエドガー・H・シャ
イン氏の「キャリア・アンカー（Career Anchor）理
論」は，船がアンカー（錨）を落とすように，自分
の適性と価値観を知り，やりたいことを早く見つけ，
そのゴールを目指してキャリアを積んでいくことが
望ましいという考え方です。早い段階で天職を見つ
ければ，目的意識を持って行動することができます

（本学の場合，業務独占学科（国家資格）等がそれに
該当します）。
　スタンフォード大学のジョン・D・クルンボルツ氏の

「プランド・ハプンスタンス（Planned Happenstance）
理論」は，「計画された偶然性」と直訳されます。彼
は，偶然の出来事が人のキャリアに大きな影響を及
ぼすことに着目し，予想外の出来事は望ましいもの
であるという主張です。例えば，希望業種や希望職
種でなくても，人との出会いや仕事の役割を通して，

「やりがい」「生きがい」を見つけることが出来ると
いう考え方です（多くの人に該当します）。一般に，

「キャリア・アンカー理論」は米国企業でのキャリア
形成，「プランド・ハプンスタンス理論」は日本企業
でのキャリア形成に通じるものと考えられています。

　さて，視点を変えて採用側の立場で考えて見ま
しょう。「欲しい人材」とはどんな人でしょうか？　
それは，現状に決して満足することなく常に新しい
目標を掲げ，それを達成するために努力を惜しまず，
継続した結果が目に見える形となって具体的に想像
できる人物です。採用担当者は，「勉強」できる人を
求めているのではなく，時代の変化に敏感に対応し，
創造的にチャレンジする「感性」を持った人を探し
続けています。このことは，好・不況とは無縁のも
のであることは言うまでもありません。
　では「感性」を持った人とはどんな人でしょうか？
ある病院の理事長から，採用基準としてスキルや能
力を兼ね備えていることに加え，こんな人と一緒に
仕事がしたいという「価値観」を共有できる人を求
めているという話を伺いました。確かにスキルは入
社してからでも身につきますが，「人柄」や「人の
心」はその人が生まれつき持っていて，変えること
が困難なものです。人事担当者は，①価値観　②人
柄　③能力（ポテンシャル）の 3 つを兼ね備えてい
る人を重点的に，かつ冷静に見極めているのです。
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　ここ数年，私は大学生やビジネス・パーソンから，
「どんな仕事を選択すべきか分からない」「本当に今の
仕事でいいのか迷っている」「目的が無いので目標も
見つけられない」という，悩みや相談を立て続けに受
けています。私自身も同じ悩みを経験したことがある
ので，その時の不安な気持ちがとてもよく分かります。
　どんな会社でも日々目標は存在します。しかしな
がら，目標は分かっていても，その「目的」は不明
確であることが多いのも事実です。そのために，「目
的」のない「目標」は空しくなることがあります。
それは，「なぜ自分はその目標を追い続けているの
か」という目的を，「自分自身」で探さなければ分か
らないからです。「私たちは何のために働くのだろう
か？」と……。学生のみならず，経験豊富なビジネ
ス・パーソンでも，節目ごとにこのような悩みに突
き当たることが多いのです。
　そこで，私が考える「目的探し」の 1 つとして，
今までの「生活行動パターン」を一度リセットして，
自分自身が「目指す方向性」へと行動してみること
を提案します。具体的には，「興味」を持ったらとこ
とん追求したり，「時間・お金・労力・想い」を自ら
に投資してみることです。皆さんは多忙な日々を通
して自分自身に投資していますか？　人の「個性」
とは，結局この一点に収束されていると考えます。
やりたいことに「優先順位」を決めて行動すれば，
後はそのための手段を探せばいいわけです。そうす
れば，「ゴールを自分自身で設定することで，ゴール
に近づく最短方法」が見つかります。

　ここで，私の体験談を少しお話いたします。私は
30代のとき，40代で起業すると「目標」を設定しま
した。そこで考えた結論は，「大学院に進学して専門
スキルを身につけること」でした。しかし首尾よく
いったわけではなく， 2 年連続で大学院受験失敗の
後， 3 年目でやっと念願が叶いました。働きながら
の大学院生活は大変でしたが，その後の修士論文で

「キャリア」研究に出会い，キャリア・カウンセラー
のプロを目指すことになります。当然キャリアを極
めるために，キャリアの研修会や勉強会，資格取得
など，スキル・アップのために自己投資しました。
　私は，企業での実践経験が皆無だったことから，

「人材育成の真髄」といわれる東京ディズニーランド
へ転職して，「ホスピタリティ・マインド」を徹底的
に学びました。毎日，何万人ものゲストの方々と対
話するなかで，自分自身の「コア・コンピタンス」

（圧倒的な強み）と，「コア・エッセンス」（他人から
見た「あなたらしさ」）に気づくことができました。
　東京ディズニーランド（株式会社オリエンタルラ
ンド）は，全社員 2 万人がクレド（経営理念）に則っ
て業務を遂行していました。日本でトップ・クラス
の人材育成企業として高い評価を得ている所以は，
他企業よりも遥かに厳しい人事考課制度を導入し，
人材育成システムを統一していることにありまし
た。例えば，①役職を問わず常にスキル・アップ研
修を行い，モチベーション向上を目指している。②

人事考課は役職の管理者個人が行うのではなく，ロ
ケーション（所属）全員の管理者で評価するため公
平性が担保されている。③人事考課制度は「減点主
義」の評価は行わない。常に「加点主義」の評価で
行う。といったものです。
　オリエンタルランドはアメリカのディズニー・エ
ンタープライゼス・インク社とのライセンス契約に
より，教育研修をディズニー・ユニバーシティで実
施し，毎年数十億円を人材育成のために投入してい
ます（当然，高いレベルでのスキルや仕事量をクリ
アしなければ役割や役職は与えられないシステムで
す）。社員のモチベーションを維持している秘密は，
全社員が世界一のテーマ・パークを目指して，各人
が常に勉強会，研修会，資格取得を通じて自己投資
を行っていることにあります。つまり，①「組織」
としても惜しみなく研修環境やスキルを提供してい
る。②「個人」もその期待に答えるべく努力を怠た
らない。─ここが他企業との大きな違いです。
　当時は，ディズニーランドで働いていると，「えっ，
そこまでやるの？」とよく言われたものです。私は
とにかくもう，これだ！と決めたら直ぐに行動する
タイプなので，徹底的に自分の強みを創りあげまし
た。そうすると，そのために費やした時間やお金を
かけた分野は周りの誰よりも詳しくなり，「この分野
なら誰にも負けないぞ！」と確信できるようになり
ました。一方，当たり前だと思われているスキルや
能力も，場所が変われば特別な輝きを放つことにつ
ながることも学びました。この経験を体系化して，

「社会のために役立てていこう」と考えるようになる
と，将来の「目標」を決めるための「目的」が更に
明確になり，いまに至ることとなります。
　人生の選択肢の全てを，少ない投資で安易な道を
選択していれば，その人の「個性」は輝くことなく，
未来の道も切り拓くこともできません。何に「投資」
するかがその人のこだわりとなり，あえて選んだ「投
資」こそが，その人自身の「個性」であり「キャリ
ア」の軸につながるのではないでしょうか。
　
　私は，立てた目標を実現すべく，「夢」から「現実」
に向かって社会のために全力で働くことを決意しま
した。職場では，離職，転職，解雇，ニート，フリー
ターの人々が溢れ，成果主義の負の部分がますます
大きくなり，明日は我が身の人生になりつつありま
す。だからこそ，若者一人ひとりに，望ましい職業観
や勤労観，職業に関する知識や技能を身に付けさせ
たい。自己の個性を理解し，主体的に進路を選択で
きる能力，姿勢を育てなければ，将来を担う若者のエ
ンプロイヤビリティの維持を不可能にしてしまうと
考えるからです。
　世の中の多くの方々がキャリア支援を求めていま
す。私はそこに「仕事に対する価値観」を見いだし
ています。これからは，ぜひ多くの若者の未来を切
り拓く手助けを行いたいと考えています。短期間の
連載でしたが，これまで読んでいただいた方々に深
く感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
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小さな旅

臨床心理学科　教授　小
こ

　島
じま

　明
あき

　子
こ

　

　奈良の初瀬の地には「隠国の（こもりくの）」という
枕詞が付けられる。訪れてみれば，山々に優しく囲
まれたこの地を，わずか五文字で表現し切った古代
人の語感の鋭さにあらためて驚かされるのである。
　昨年も一昨年も，大晦日間近な頃，私はこの地の
長谷寺に参っている。長谷寺は牡丹の寺として名高
く，また紅葉の名所でもあるが，そこを外せば静謐
な時期は少なくない。なおありがたいことに，年末
はご本尊の十一面観世音菩薩を特別に拝観できると
きでもある。ほの暗い内陣に足を踏み入れ，身の丈
十メートル余のご本尊に額ずき，おみ足に手を伸ば
すことが叶う。その指は私の掌より大きく，善男善
女が願いを込めておさすり申し上げているため，薄
闇につややかな黒い光を放っている。
　「現世利益」祈願と言えばまず観音さまであり，こ
の寺は平安時代，殊に女性の信仰を集めた（ただし，
本堂もご本尊も幾たびか消失と再建を繰り返してい
る）。たとえば，『蜻蛉日記』作者道綱の母も，『更級
日記』作者孝標女も京から詣で，三夜ほどの参籠を
なしている。幸福な結婚生活，病の平癒，心の平穏，
夫や子女の立身─女性たちの願いにどれだけ観音
さまは耳を傾けてくださったことであろうか。内陣
の暗さに身を置いていると，まさしく心は王朝人，
書かれた日記の中に入ってゆけそうな気持にもなる。
　こうしたささやかな旅（それは空間の旅でもあり，
時間の旅でもある）が，疲れた心に小さな風穴を開
けてくれることもある。でき得るなら，闇から現世
に戻ったときの冴え冴えとした清らかな思いを，い
つまでも持ち続けたいのであるが……。

1 歳の誕生日 ─数え年─

医療秘書学科　事務職員　小
こ

　池
いけ

　香
かお

　里
り

　

　私事で大変恐縮ですが，この「医福大ニュース」
が発行された頃には産休をいただき，出産に備えて
いる時期です。休みの間，学科の学生さんをはじめ

先生方にはご迷惑をおかけいたします。
　恐縮ついでに，妊娠ライフを紹介すると，赤ちゃ
んの成長に伴い，お腹に手を当てている所で胎動を
感じたり，しばらく胎動がない時に「お～い」と声
をかけると返事のように動きだしたり，何となく胎
動のタイミングで赤ちゃんと会話でき，気持ちが通
じ合っているように感じていました。
　そんな中，先日参加した母親学級にて，「数え年
は，生まれた時を 1 歳としますが，これは母体の中
で赤ちゃんが芽生えた時を人間のいのちの誕生と考
え，赤ちゃんがお腹の中にいる間（約 1 年）を年齢
と数えるためでしょうね」という話を伺いました。
この話は，赤ちゃんと気持ちが通じているのではな
いかという私の思いに確信をもたらすように聞こ
え，たいへん印象深く響いてきました。そして，改
めて赤ちゃんの存在を実感し，「いのち」の尊さを再
認識しました。
　皆さんも，将来子どもを授かった時には，この「数
え年」のことを思い出してください。自分自身のこ
とも，そして，新しい「いのち」も，きっといとお
しく感じられるのではないでしょうか。
　この原稿を書いている間ももぞもぞと動いている
お腹の我が子に会えるのはいつになるのか，その「数
え 1 歳」の誕生日となる日を楽しみに日々を過ごし
ております。

「坂の上の雲」と「この国のかたち」

臨床工学科　准教授　仲
なか

　本
もと

　　　博
ひろし

　

　司馬遼太郎の著作である「坂の上の雲」が，NHK
によって初めて総制作費60億円（当初の予定は200億
円）を投じて映像化された。司馬さんは生前，イメー
ジによって齎される誤解を嫌い，映像化を好しとし
なかったという。このたび遺族の了解が得られたた
めに映像化が実現し，2009年の末に，全13話中の最
初の 5 話が放映されたところである。次の 4 話の放
映は，今年の12月末で， 3 年掛かりの放映であると
いう。このドラマは，開国後の明治の日清日露戦争
に至る国づくりを，愛媛出身の俳人正岡子規，海軍
参謀（後に海軍中将）秋山真之，陸軍騎兵隊長（後
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に陸軍大将）秋山好古の 3 人を通して描いている。
世界の一等国たらんと，坂の上の雲を目指して日本
国民が邁進する姿には涙すら流れ落ちる。
　日露戦争の際，秋山参謀が日本海海戦において考
案し遂行した，有名な丁字戦法一斉回頭（Togo turn）
は，実は瀬戸内海を荒し回った村上水軍の戦法が雛
形であったとされる。半分捨て身の，海戦の常識を
破る奇襲とも評し得る合理的な戦法であった。砲艦
戦において敵に対して舷側を見せると，横に並んだ
大砲を十分に活用できるが，敵から見ると艦は横に
長くなるので被弾する危険が増す。日本の連合艦隊
は，日本海において長らく待ち受けていたロシアの
バルチック艦隊にまみえると，この一斉回頭を行な
い機先を制したため，バルチック艦隊は混乱に陥り
壊滅したのであった。
　考えてみると軍事的には，古いところで，織田信
長の鉄砲隊（1575）の発案は結構早く，スペインの
テルシオという長槍兵と銃兵の組み合わせが成立し
た1534年から遅れることわずか41年である。真珠湾
奇襲攻撃（1941）で採用された航空母艦と航空機に
よる爆撃と魚雷投下の戦法も画期的であった。これ
によって空を制するものが，戦いを制することを初
めて世界に知らしめた。その後，英国の不沈戦艦プ
リンス・オブ・ウェールズを航空機による爆撃で撃
沈している（1941）。軍事的には日本人が創造性に乏
しいとは，言えないのである。しかし日本は，自ら
航空機戦の時代の到来を示しておきながら大和や武
蔵といった戦艦に代表される巨艦主義を捨て切って
はいなかった。総合的な判断において第二次対戦中
の軍部の思考は戦略においてもバランスを欠いてい
たのであろう。
　ペリーによって引き起こされた日本の開国時，日
本は列強諸国と不平等条約を締結することを余儀な
くされた。これが解消されるのは，およそ40年後の
日露戦争（1904-1905）後のことである。結局，列強
との戦争に勝たないと，対等にはなれなかったので
ある。日清戦争（1895）後当然の権利として得た遼
東半島であったが，列強ロシア・ドイツ・フランス
の三国干渉に合い，清国に返還せざるを得なかった。
その後もロンドン海軍軍縮会議（1930）で，日本は，
新造の艦船を沈めるなどして，米英日の艦船の保有

比率を守らねばならなかった。それでも日本は，一
等国の扱いを受けることはなかった。この後，満州
事変（1931），国際連盟脱退（1933），支那事変（1937）
を経て第二次大戦へと進んで行く。この時でも日本
は，ハルノートを最後通牒だと解釈して，開戦を決
意したと言われているが，「中国の利権だけを手放し
て，満州は保持する」と回答していれば，米国との
友好関係を保つことも可能で開戦を避けられたと云
う説が最近になって現れている。わたしが調べたと
ころ，代表的なところで上海や南京などの攻略時や，
ビルマの奥地でのインパール作戦では，日本軍にお
いては，兵站という補給の思想が重要であると認識
されていなかった。わたしなりに解釈すると，食糧
その他軍事物資が供給されずに現地調達となると，
潤沢な資金がなければ略奪するしか物資の調達が出
来ないことになってしまう。もとよりビルマなど最
前線では，貨幣など意味をなさなかっただろう。こ
のように，戦闘方法や占領後の統治法も含めて準備
が十分ではなかった。つまり，最初から日本は戦争
をする資格を有してはいなかったのだ。開戦百日に
して拡大した戦線は，ミッドウェーの海戦を境に補
給のないまま縮小し続け，本土空襲を受け敗戦に
至ったのであった。
　去年の夏に，NHKであったが，第二次大戦中の海
軍の軍令部の将校による反省会が特集として放映さ
れていたが，開戦，その後の軍事作戦の失敗や，事
後立法による極東軍事裁判において将校達が責任を
取るような発言はなかった。驚いたことに，戦争突
入前から国民は二の次でまず軍の存続を考えていた
ようであった。大東亜戦争などと云うと今でも色々
な取沙汰がされるが，日本が戦わなかったら，アジ
ア諸国の独立は，百年遅れていたであろう。そして
敗戦後，GHQ主導で制定された憲法によって，わが
国は真の独立国家とは言い難い状況におかれたまま
である。ポジティブ，ネガティブな面を併せ持つ我々
の祖先の作った歴史を通して，司馬さんではないが，
わたしもこれからの「この国のかたち」を考えて行
きたい。
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　私たち軟式野球部は，週 3 回公園の野球場や附属

高校のグラウンドを借りて楽しく活動しています。

主に練習がメインですが，時には他大学との練習試

合もしています。また春と秋には西日本リーグとい

うリーグ戦にも参加しています。秋のリーグ戦では

2 年連続優勝し，西日本大会に出場。西日本大会で

も 2 年連続優勝することができました。

　なぜ私たちが週 3 回の練習で勝てたのか。それは

私たちのモットーが「Enjoy ! Baseball !」つまり，全

員で野球を楽しむことを大切にしているからだと思

います。ただし，野球の試合に出ることができるの

は 9 人と決まっていて，決して部員全員が出ること

はできません。しかし，出る人は出ない人のことを

考えて行動したから強くなれたし，勝つことができ

たのだと思います。さらに大学の部活には，色々な

学科の学生がいるので，練習時間は少ししかとるこ

とができません。そのため，個人個人が目標をしっ

かりと持ち，短い練習時間の中で課題を見つけ，克

服する必要があります。また，チーム力を向上させ

るために，練習中のミスは全員で指摘し合い，それ

が試合でのチームワークのよさに繋がり，優勝でき

たのだと思います。

　私は野球を通じて，信頼関係や協調性を得，挨拶

といった礼儀を身につけることができ，人としても

大きく成長することができました。何よりも川崎医

療福祉大学の軟式野球部に入ることによって「野球

を楽しむ」ということが分かったと思います。そし

て，こうした気持ちになれたのは先輩方が私たちに

良い流れを受け継いでくださったお蔭であると思い

ます。だから私も後輩達にこの良い伝統を受け継い

でいきたいと思います。

　私たち軟式野球部は野球の経験の有無を問わずメ

ンバーを募集・歓迎しています。野球を楽しみたい

と思う方はぜひ練習を見にきてください。

　最後になりましたが，これからも川崎医療福祉大

学軟式野球部の応援よろしくお願いします。

Enjoy Baseball
軟式野球部　健康体育学科 3 年　山

やまぐち

口　和
か ず き

輝　
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　平成 3 年 4 月 1 日に開学した川崎
医療福祉大学の設置認可書を文部省
から受領したのは，平成 2 年の暮れ
も押し詰まった12月21日であった。
　当時，新設大学に対する文部省の
指導方針は，正式認可があるまでは学

生募集など事前の周知広報活動は一切してはならな
いという厳しいものであった。
　このため，設置関係者一同，満を持していたこと
もあって，認可書到着直後の12月25日，岡山会場で
入試説明会を開催したのを皮切りに，次々と説明会
を開催した。
　 1 月から県外での募集活動を本格的に展開するに
当たって何処から始めるかを協議した結果，最初は
鹿児島県ですることとなった。
　その理由は，関係者には承知のことであるが，川崎
学園創設者で初代理事長でもある川﨑祐宣氏（1904～
1996）の出身地が鹿児島県であり，先ずは表敬するこ
とが礼節であろうということになったのである。

西郷隆盛遺影の風圧
　鹿児島県での入試説明会は 1 月14日㈪と決まり，
その前日，青々とした錦江湾に噴煙する桜島が眺望
できる宿舎に投宿した。
　その日の夕餉時に，宿舎の主人と四方山話をした
際，鹿児島にゆかりの歴史の中で「西郷隆盛（雅号
は「南洲」）が主張した朝鮮侵略論いわゆる「征韓
論」よりも，大久保利通らの主張した「内治優先論」
の方が当時の世情からすれば妥当性が高かったので
はないか」と話しかけた。
　すると，主人は即座に「そんなことを言われるお客
さんは，次からは当宿舎を利用しないでください！」と
言い放った。これが客人に対する言葉かと唖然とした。
　そこでしみじみ感じたことは，隆盛が西南戦争で
明治10年（1877）に自刃してから既に110余年を経過
しているにも拘らず，現在でも，隆盛に対する鹿児
島県民の畏敬の念が厳然と伝承されており，その力
強い遺風に感動したものである。

隆盛（南洲）の人間的品格に学ぶもの
　明治 6 年（1873），征韓論が内治優先論に敗れたた
め，隆盛は，陸軍大将の辞意が受理されないまま，
11月に故郷の鹿児島に帰り，銃隊学校，砲隊学校，
幼軍学校からなる私学校を設立した。
　明治10年（1877） 2 月発端の西南戦争は，明治政
府に対する不平士族の反乱であると同時に，政府に
よる西郷暗殺の陰謀計画の疑い等もあり，私学校生
徒らによる「政府尋問のため挙兵したい。ついては
西郷様には挙兵の大将となっていただき，総指揮を

願います」との烈々たる要請に応えて「オイドンの
命，オハンらにお預け申そう」と負け戦を承知の上
で承諾したものである。
　同年 2 月熊本城攻撃， 3 月田原坂の戦いの後，時
に利あらず， 9 月に鹿児島に帰る。
　隆盛は，官軍に追われる中，その砲台を見て，「こ
れは立派なものだ。日本陸軍もこれだけ進歩したか。
喜ばしいことだ」と敵である官軍に賛辞を送ったと
云われる。
　 9 月24日，城山で政府軍の総攻撃を受け，流弾に当
たって動けなくなった隆盛は，桜島に一礼して，別府晋
介（通称「シンドン」）の介錯で満49歳の生涯を終えた。
　この隆盛の人間性を物語る逸話を寸言で記する。
　慶応 4 年（1868）の戊辰戦争の際，幕府方につい
た庄内藩（山形県庄内地方）は，新政府軍と戦って
敗れ全面降伏した。ところが，隆盛は庄内藩に武装
解除を命ずることなく，逆に官軍から軍刀を召し上
げ，丸腰で庄内藩に入って行った。
　それは，敗者への配慮・敬意であり，正に，堂々
たる武士道，人間性の一端を垣間見ることができる。

遺影が教える人間学
　隆盛は，歴史の大変換期にあって，大胆識且つ大
誠意を胸中に秘め，アジアの原理，伝統を重んじた
日本の近代史上でも重要人物の一人である。
　西南戦争直後は，新政府に刃向かった敗軍の将と
して扱われたが，それ以前の江戸城無血開城，廃藩
置県断行など明治維新に果たした役割は絶大であ
り，その存在感は死後もなお高まり続けた。
　そして，明治22年（1889），大日本帝国憲法発布に
伴う大赦によって名誉回復されることとなった。
　隆盛が生涯を通じて築き上げた人生哲学である

「敬天愛人」の処世訓は，「社会福祉法人旭川荘」及
び「学校法人川崎学園」における組織体の運営基本
理念として伝承されている。
　歴史に名を留めた偉人各位の人生には，多様な理
念があり，人生と云うものほど難解なものはないこ
とを認識させられるのである。

歴史を学ぶことは未来を知ることである
　歴史は人の心を知るためにある。
　歴史を形成した歴史的事象は再生することはでき
ないが，人間の心の内にある中心棒は何千年経過し
ても，なお不変である。
　それ故に，人間学の研鑽は，生涯求め続けるべき
課題であろう。

医福大ニュース100号発刊祝讃辞
　精進無涯（精進することには涯

はて

（=終わり）がない）

西郷隆盛の遺影断想開学時回想少録

川崎医療福祉大学元学長補佐　医福大ニュース初代編集委員長　南
なん

　葉
ば

　幸
ゆき

　雄
お
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平成21年度功労賞表彰式
　平成22年 1 月20日㈬15時30分より，平成21年度功
労賞表彰式が，川﨑祐宣記念講堂において開催され
ました。
　本年度は個人34名と12団体が表彰され，受賞者を
代表し体育会会長下浦峻弥さんが，岡田学長より表
彰状と記念品を授与されました。表彰式には先輩や
後輩，仲間達も参加し，受賞者を讃えました。功労
賞の受賞にあたり，受賞者を代表して文化会会長奥
村歩さんより，これらの貴重な体験を活かし，本学
学生として，さらには立派な社会人となれるよう努
力していくとの決意と謝辞が述べられました。
　また，受賞代表団体より映像等を使った活動紹介
がなされ，互いの活動への理解を深めることができ
ました。
　表彰式終了後開催された祝賀会では，所属団体の
枠を超え喜びを分かち合うとともに，今後の健闘を
誓い合いました。

※ 功労賞は，課外活動や社会活動等で顕著な業績をあげ，

本学の声望を高め，他の学生の模範となる行動のあっ

た個人・団体に，記念品とともに授与されます。

功　　労　　賞
個人の部 淡　野　紋　子（学友会）
 井　上　明　元（学友会）
 下　浦　峻　弥（学友会）
 奥　村　　　歩（学友会）
 是　利　高　徳（学友会）
 田　淵　　　遥（剣道部）
 垣　内　公　平（硬式野球部）
 濵　本　和　孝（硬式野球部）
 金　坂　貴　平（硬式野球部）
 齋　藤　真里枝（水泳部）
 佐　柳　　　歩（水泳部）
 重　田　裕　子（水泳部）
 北　村　　　周（水泳部）
 篠　原　沙　織（水泳部）
 井　上　恵里佳（水泳部）
 山　口　和　輝（軟式野球部）
 土　田　龍太朗（軟式野球部）
 馬　井　孝　徳（軟式野球部）

 護　田　隼　也（軟式野球部）
 茅　原　　　徹（軟式野球部）
 原　　　拓　馬（軟式野球部）
 岡　元　美沙子（バドミントン部）
 田　上　朝　矢（バドミントン部）
 中　本　秀　幸（男子バレーボール部）
 橋　本　真　実（陸上競技部）
 広　田　和　哉（陸上競技部）
 津　島　　　萌（陸上競技部）
 矢　吹　春之介（少林寺拳法部）
 西　山　真　央（空手道部）
 鷹　取　吾　一（川崎医療福祉大学

スケートサークル）
 池　畑　奈　央（倉敷子ども健やか教室
 「マスカっち」）
 北　村　麻祐子（医療福祉デザイン学科）
 船　越　亮　太（医療福祉デザイン学科）
 田　中　一　徳（川崎医療福祉大学
 ボランティアセンター）

団体の部 学友会（執行委員会，代議員会，体育会，
文化会，学園祭実行委員会）

 水泳部
 チアリーディング部「SMILES」
 軟式野球部
 女子ハンドボール部
 女子ソフトボール部
 フットサル部
 吹奏楽部「ハートフルウインズ」
 川崎医療福祉大学学生赤十字奉仕団

（R.C.Y.Will）
 児童文化ボランティアサークル「兎の眼」
 ボランティアクラブ「ワンピース」
 医療福祉デザイン学科ハンカチアート

プロジェクトROUTE-B［JOYNT］

※ 功労賞を受賞した上記団体の業績達成に貢献した個人

（224名）には，表彰状と記念品が贈られた。
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平成21年度 対外試合等の主な成績
【個　人】

所　　　属 氏　　名 大　　会　　名　・　成　　績

剣 道 部 田淵　　遥 ・第 9 回岡山県女子個人剣道大会　準優勝
・第40会岡山県女子学生剣道大会　準優勝

硬 式 野 球 部
垣内　公平 ・中国地区大学野球秋季 2 部リーグ　ベストナイン
濵本　和孝 ・中国地区大学野球秋季 2 部リーグ　首位打者賞　ベストナイン
金坂　貴平 ・中国地区大学野球秋季 2 部リーグ　ベストナイン

水 泳 部

齋藤真里枝

・第64回国民体育大会　50ｍ自由形 3 位
・第85回〔2009年度〕日本選手権水泳競技大会　出場
　　兼 第13回世界水泳選手権大会代表選手選考会
　　兼 第25回ユニバーシアード競技大会代表選手選考会
　　兼 第 1 回日本・オーストラリア対抗2009代表選手選考会
・ジャパンオープン 2009（50ｍ）　出場
　　兼 第 5 回東アジア競技大会代表選手選考会
・第85回日本学生選手権水泳競技大会　出場
・ジャパンオープン 2010（25ｍ）第51回〔2009年度〕日本短水路選手権水泳競技大会　出場

佐柳　　歩 ・第44回中国四国学生水泳選手権大会　200m平泳ぎ 3 位，200m自由形リレー 3 位
重田　裕子 ・第44回中国四国学生水泳選手権大会　400ｍ自由形 3 位，400m自由形リレー 3 位

北村　　周 ・第44回中国四国学生水泳選手権大会　200ｍ自由形 2 位，100m自由形 3 位
・第40回中国四国学生選手権水泳競技大会　200ｍ自由形 3 位

篠原　沙織 ・第44回中国四国学生水泳選手権大会　400m自由形リレー 3 位
井上恵里佳 ・第44回中国四国学生水泳選手権大会　400m自由形リレー 3 位

軟 式 野 球 部

山口　和輝 ・西日本地区学生軟式野球連盟秋季大会Ⅰ部リーグ戦（優勝）　最高殊勲選手賞

土田龍太朗 ・西日本地区学生軟式野球連盟春季大会Ⅰ部リーグ戦（ 3 位）
ベストナイン賞（ピッチャー部門）

馬井　孝徳 ・西日本地区学生軟式野球連盟春季大会Ⅰ部リーグ戦（ 3 位）
ベストナイン賞（ショート部門）

護田　準也 ・西日本地区学生軟式野球連盟秋季大会Ⅰ部リーグ戦（優勝）
ベストナイン賞（セカンド部門）

茅原　　徹

・西日本地区学生軟式野球連盟春季大会Ⅰ部リーグ戦（ 3 位）
ベストナイン賞（外野手部門）

・西日本地区学生軟式野球連盟秋季大会Ⅰ部リーグ戦（優勝）
ベストナイン賞（外野手部門）

原　　拓馬 ・西日本地区学生軟式野球連盟秋季大会Ⅰ部リーグ戦（優勝）　最優秀投手賞

バドミントン部 岡元美沙子 ・第34回中国学生バドミントン選手権大会　Ａ級　女子ダブルス優勝
田上　朝矢 ・第34回中国学生バドミントン選手権大会　Ａ級　女子ダブルス優勝

男子バレーボール部 中本　秀幸 ・第69回中国大会バレーボールリーグ戦春季大会男子 1 部　個人賞 1 位受賞（猛打賞）

陸 上 競 技 部

橋本　真実
・第63回中国四国学生陸上競技対校選手権大会　女子100ｍH 3 位
・天皇賜杯第78回日本学生陸上競技対校選手権大会　女子100ｍH出場
・第32回中国四国学生陸上競技選手権大会　女子100mH 1 位

広田　和哉

・第63回中国四国学生陸上競技対校選手権大会　男子100ｍ 3 位
・日本学生陸上競技個人選手権大会　男子200ｍ出場
・第63回中国五県陸上競技対校選手権大会　男子200ｍ 1 位
　　兼 第94回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会
・第32回中国四国学生陸上競技選手権大会　男子100m 2 位，男子200m 1 位

津島　　萌 ・第32回中国四国学生陸上競技選手権大会　女子棒高跳び 3 位
少林寺拳法部 矢吹春之介 ・第43回少林寺拳法全日本選手権大会　男女単独外の部　出場
空 手 道 部 西山　真央 ・第 6 回中国・四国地区空手道選手権大会　成年女子組手の部　準優勝

川崎医療福祉大学
スケートサークル 鷹取　吾一

・第82回日本学生氷上競技選手権大会　出場
・第65回国民体育大会冬季大会スケート競技会　出場
・第 3 回西日本学生フィギュアスケート選手権大会　 男子Bクラス 4 位

医 療 福 祉 
デ ザイン学 科

北村麻祐子
・第60回岡山県美術展覧会　デザイン部門　岡山県知事賞
　　課題：医療と福祉のコミュニケーションツール
　　作品タイトル「ふたりサプリ」

船越　亮太
・第60回岡山県美術展覧会　デザイン部門　岡山県教育委員会教育長賞
　　課題：医療と福祉のコミュニケーションツール
　　作品タイトル「みえないトランプ」
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図書館だより

「学生選書ツアー2009」開催！

　2009年11月14日㈯午後，学生が直接書店に行って
図書館の本を学生の視点から選ぶ企画「学生選書ツ
アー2009」を岡山市内の書店で開催しました。
　 3 回目の今年は， 1 年生から大学院生まで16名の
参加者があり，約 2 時間半かけて，熱心に151冊の本
を選書し，好評のうちに終了しました。書店の好意
でビル内に併設されたカフェでお茶をいただき，そ
れも好評でした。
　選書された本は，特別コーナーに展示後，一般図
書と同じ書架に並びますので，多くの学生の皆さん
の利用をお待ちしています。
　参加した学生からは，大変良い企画なので，もっ
と多くの学生が参加できるようにPRしてもらいた
いと要望がありました。図書館では，「学生選書ツ
アー参加者募集」のポスターを，選書ツアー開催日
の 1 ケ月以上前から，学生用Web掲示板，図書館内
掲示板，男子・女子ロッカー室前掲示板に掲示して
います。この企画は，今後も開催する予定ですので，
掲示を注意して見てください。多くの学生の皆さん
の参加をお待ちしています。

《選んできた本　書名（一部）》
◦言葉で治療する
◦感覚・知覚実験法
◦水泳パフォーマンスの最新理論
◦子どもの栄養と食育がわかる図解事典
◦日本の指針 世界の行方

《学生選書ツアーに参加して（参加学生の感想）》
◦たくさんの本から読み比べて選んだ。この本が私

だけでなく，誰かの役に立つことがあればと望ん
でいる。

◦選書しながらいろいろな本に触れることができて
楽しい時間でした。ますます，図書館へ行くのが
楽しくなります♪

◦購入したい本を事前にＯＰＡＣで検索している
と，すでに図書館に入っている本が多くあり，図
書館の蔵書の豊富さと，活用しきれていない自身
を知るいい機会となりました。

【団　体】
所　　　　　属 大　　会　　名　・　成　　績

水泳部 ・第44回中国四国学生水泳選手権大会　女子総合 3 位

チアリーディング部
「SMILES」

・第 9 回中国・四国チアリーディング選手権大会　自由演技準優勝，規定演技 2 位
　　兼 JAPAN CUP 2009 チアリーディング日本選手権大会中国四国地区予選
・JAPAN CUP 2009 チアリーディング日本選手権大会　出場

軟式野球部
・西日本地区学生軟式野球連盟春季大会Ⅰ部リーグ戦　 3 位
・西日本地区学生軟式野球連盟秋季大会Ⅰ部リーグ戦　優勝
・第26回西日本学生軟式野球選抜大会　優勝

女子ハンドボール部 ・第36回中四国学生ハンドボール秋季リーグ戦（ 2 部）　優勝
女子ソフトボール部 ・第 9 回中国地区大学ソフトボール選手権大会　 3 位

フットサル部 ・全日本大学フットサル大会2009中国地域大会　優勝
・第 5 回全日本大学フットサル大会　 3 位

吹奏楽部「ハートフルウインズ」

・全日本吹奏楽コンクール岡山大会　大学の部　金賞（県代表）
・第50回全日本吹奏楽コンクール中国大会　大学の部　金賞
・全米大学バンド指導者協会（CBDNA）の2010年Southern Division大会

日本代表として招聘コンサートの依頼
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第22回学内献血�
� 川崎医療福祉大学学生赤十字奉仕団R.C.Y.Will　臨床心理学科 2 年　青

あお

　木
き

　陽
はる

　菜
な

　

　平成21年12月11日㈮に私たち，川崎医療福祉大学
学生赤十字奉仕団R.C.Y.Willが主体となり，第22回
学内献血を実施しました。現在，全国で 1 年間に約
500万人（延べ人数）の方々が献血にご協力くださっ
ています。その中で，私たちの川崎医療福祉大学が
その一部となっていることを実感する献血となりま
した。
　前回，春の学内献血では171名の方にご協力いただ
き，その中で113名の方に献血をしていただきました
が，今回はインフルエンザなどが流行する冬の時期
ということもあり，前回の献血者数を下回ってしま
うのではないかという心配の中での実施となりまし
た。今回の結果として，献血受付者数は172名と前回
とほぼ同じ人数でしたが，献血者数は130名となり，
17名とわずかではありましたが，前回を上回ること
ができました。学生の中には下宿され，一人で健康
管理をされる方も多いと思います。そのような中で
より多くの方に献血していただけたことを嬉しく思
います。
　今回の献血では，R.C.Y.Willとして新しい試みを
行いました。献血にご協力くださった方々を対象に，
30名程度の小規模なものではありましたが，アン
ケートを実施しました。その結果をここでご報告い
たします。
　アンケートでは，まず，これまでの献血の経験を
尋ねました。すると，48%と約半数の方が今回が初
めてという答えでした。そして，残りの半数の方が
経験ありということで，中にはなんと今回が 3 度目
という方も数名いらっしゃいました。さらに，献血

された血液の使用先についての問には96%の方がそ
の使用目的を知っていた反面，冬場に血液が不足す
ることを知っていた方は15%ということでした。そ
して，最後に他人に献血を広めたいか，また今後も
献血に参加したいと思うかという質問をしました。
すると，献血を広めたいと思う，また今後も献血活
動に参加したい・機会があればやりたい，という方
が100%でした。
　このことは，私が何よりも嬉しく感じたことでし
た。学内献血は平日に準備し，普段どおり講義のあ
る日に実施するため，主体となる私たちもＰＲでき
る機会が少なく，当日もなかなか呼び込みに力を入
れることができません。また，献血してくださる学
生の皆さんについても講義の空き時間をぬってご協
力いただくことになるため，献血者数を増やしてい
くことは難しいのが現状です。そのため，献血に対
する皆さんの意識を献血者数として計ることはでき
ずにいました。しかし，今回アンケートを実施した
ことで数では計れない皆さんの意識を知ることがで
きたと同時に，R.C.Y.Willとしてこれからの活動目
的を明確にすることができました。今回の結果をも
とに，これから更に献血活動を盛り上げていきたい
と思います。これからも，ご理解・ご協力をよろし
くお願い致します。
　最後に，献血にご協力くださった皆さんをはじめ，
多くの方々のお力添えのおかげで今回の献血も無事
成功させることができました。このお礼はこれから
の活動で応えさせていただきたいと思います。あり
がとうございました。
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平成21年度教養講座開催

「タイの文化と生老病死」
　平成21年 6 月
13日㈯・20日㈯・
27日 ㈯ の 3 回，
平成21年度教養
講座を実施いた
しました。今回
の教養講座は，

「タイの文化と生老病死」というテーマで開催し，2
回以上出席の受講生へ修了証書をお渡ししました。
　タイの文化に初めて接するという受講生が多いな
がらも，飯田先生の写真や映像を多用した分かりや
すい講義に熱心に耳を傾けていました。
　内容は，飯田先生自身がタイに住み込み，現地の
方々と生活を共にする中で見つけられた，文化の違
いから死生観に至るまで幅広い内容でした。
　特に「生まれ変わり」を自然に受け入れ，葬儀は
お祭りのように賑やかに行い，お墓や位牌を残さな
い，という内容などは，文化の違いを改めて実感す
るものでした。
　最終回の講義では，飯田先生が「パシン」という
コットンで出来たタイの北部地方の晴れ着を身につ
けて講義を行ってくださり，大変好評を博しました。
　もっと飯田先生の話が聞きたかったという感想も
多く，大変有意義なものとなりました。今後も様々
な形で本学から広く地域社会へ情報を発信していき
たいと思っております。

「西洋宗教美術の見方・読み方」
　平成21年 9 月12日㈯・26日㈯・10月10日㈯・24日
㈯・11月 7 日㈯の 5 回，平成21年度教養講座を実施
いたしました。今回の教養講座は，「西洋宗教美術の
見方・読み方」というテーマで開催し，最終回では
3 回以上出席の受講生へ修了証書をお渡ししました。
　近年の小説・映画の影響もあるためか，受講生の方
は大変熱心で，梶田先生の宗教画や音楽・映像を多
用した分かりやすい講義に耳を傾けていました。受講

生からの質問
も多く，熱気
のある講座と
なりました。
　内容は，各
回でテーマに
分かれ，「受胎
告知」「幼な子の誕生」「洗礼と活動」「受難と復活」

「聖人・聖女」と多岐に渡っており，大変充実した内
容でありました。
　受講生の感想には，宗教画についての見方が変わっ
た，美術館に行って，実際の絵画を鑑賞するのが楽し
みになった，といった意見が多く寄せられました。
　もっと梶田先生の話が聞きたかった，続きの講座を
開催してほしい，といった意見も多くみられました。
　今後も様々な形で本学から広く地域社会へ情報を
発信していきたいと思っております。

「英国の方言（地域）」
　平成21年11月14日㈯・28日㈯の 2 回，平成21年度
教養講座を実施いたしました。今回の教養講座は，

「英国の方言（地域）」というテーマで開催し，両日
出席の受講生へ修了証書をお渡ししました。
　今回の講座は，日本語が堪能なNativeの先生で，
パソコン実習室を使用し，映像を観たり，各自実際
にパソコンを操作しながらの講習となり，受講生は，
クレミンソン先生のユーモアにあふれた楽しい講義
に熱心に耳を傾けていました。
　内容は，1 回目に「英語の歴史」というテーマで，
英語に影響してきた英国の歴史を紹介され， 2 回目
には「現代の地域方言」というテーマで，北と南イ
ングランドの母音の発音やアクセント，言い回し，
語彙等の面で地域方言による差が大きいということ
を，実際に発音練習を用いて紹介されました。
　受講生からは，「Standardな英語を学ぶ機会は多
いが，地域方言を学べる機会は少なく，大変，興味
深かった。」「設備もすばらしく，学生がうらやまし
い。」という感想もいただきました。
　今後も様々
な形で本学か
ら広く地域社
会へ情報を発
信していきた
いと思ってお
ります。
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川崎医療福祉学会 第 3回 シンポジウム開催

キャンパス全面禁煙を実施（2010年 3月15日から）

　平成21年度川崎医療福祉学会シンポジウムが川崎
医療福祉大学及び川崎医療福祉学会との共催で，12
月 2 日㈬午後 1 時から10階大会議室で行われた。出
席者は延べ120名であった。
　第 3 回目にあたる今回は，「医療福祉の実践と展開
─現場から見た医療福祉」というテーマで開かれ，
さまざまな臨床現場からみた「医療福祉」に焦点を
当て論議を深めた。
　岡田喜篤学会長・学長の開会の挨拶に続いて，ス
ウェーデン カロリンスカ大学教授レナ・ボレル先生
が「高齢者・障害者のための環境調整および日常的

テクノロジーの実用的使用法」というテーマで特別
講演を行った。ついで，大戸寛先生，後藤祐之氏，
塚原貴子先生，山本豪氏の 4 名のシンポジストが現
場から見た医療福祉についての発表を行った。
　その後，コーディネーター・大田晋先生の進行に
より会場の出席者との間で活発な討論が行われた。

「医療福祉」という言葉の意味について改めて考える
機会となり，多くの出席者から質問・意見が出され，
大変活気のあるシンポジウムになった。
　最後に副学長の梶谷文彦先生が閉会挨拶を述べら
れ，シンポジウムは終了した。

　川崎医療福祉大学は，2010年 3 月15日から，大学
キャンパス全面禁煙を実施します。
　これまで，本学は以下のように禁煙を推進してき
ました。
　◦ 2003年 9 月25日「川崎医療福祉大学キャンパス

禁煙宣言」（今後のたばこ対策の方針）を発表
　◦ 2003年10月 1 日から建物内禁煙（完全分煙室 2

箇所設置）
　◦ 2004年12月 1 日から建物内完全禁煙（屋外も屋

外指定喫煙場所 4 箇所以外は禁煙）
　◦ 2009年10月16日からは屋外指定喫煙場所を 1 箇

所に削減
　さらに，残り 1 箇所の屋外指定喫煙場所を撤去し，
2010年 3 月15日から敷地内すべてを禁煙とします。
　喫煙行動は，以下の 3 つの視点から，川崎医療福
祉大学の教職員および学生にとって，相応しい行動
とはいえません。
　① 「健康と福祉に貢献できる職業人」の育成を目

標とする責任ある教育・研究機関という立場

　② 受動喫煙による非喫煙者の健康問題
　③ 喫煙者自身の健康問題
　心強いことに，多くの学生もキャンパス全面禁煙
の趣旨に賛同しています。川崎医療福祉大学学友会
は，学友会総会（2010年 1 月20日）の中で「キャン
パス全面禁煙宣言」を採択し，教職員と一体となっ
てこれを実施することを決議しました。
　大学敷地内での喫煙行動は，大学のルールとして
禁止します。一方，地域社会のルール・マナーとし
て，大学敷地外・周辺での喫煙行動（路上喫煙・歩
行喫煙・ポイ捨て）
をすることも許さ
れる行動ではあり
ま せ ん。 大 学 の
ルール，地域社会
のルール・マナー
を遵守してくださ
い。
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卒業アルバム発行について
卒業アルバム委員会

　 4 年次生の皆さん，卒業間近となりました。卒業
アルバム委員会では，卒業アルバム制作の最後の追
い込み中です。
　今年度の卒業アルバムの概要は，下記のとおりです。
関係者の皆様には，ご協力ありがとうございました。

記
規　　格　Ｂ 4 版（変形），頁数約200頁
写真仕上　全てプレスコート（カラー）
発　　行　平成22年 9 月中旬（郵送となります）
金　　額　18,000円（郵送料込み）
取扱い先　卒業アルバム委員会
問合せ先　事務部学生課
　　　　　TEL 086−462−1111（内線54229）
編集内容　 1 ．アクセス的大学風景写真

2 ．沿革
3 ．名誉理事長，理事長，学長，副学長，

教職員及び卒業生顔写真
4 ．各学科及びクラス別スナップ写真
5 ．部・サークル活動写真
6 ．実習風景，授業風景等写真

「医福大ニュース」�
リニューアルのお知らせ

　本学開校の平成 3 年から発刊を重ねてきた「医福
大ニュース」は，本号で遂に100号を迎えました。101
号からは心機一転，新たなスタートを切るべく，広
報編集委員会において準備を進めています。
　広報誌の名称も一新することとなり，公募を行ったと
ころ，50名の方から応募をいただき，委員会で検討の結
果「愛ありて」に決定しました。なつかしい「医福大
ニュース」の名は，今後もサブネームとして残ります。
　紙面はオールカラーに，サイズもＢ 5 判からＡ 4 判
に変わります。また，年 4 回発行するすべての号を保
護者の方々にお送りし，大学の今を知っていただく役
割を従来以上に担ってゆきたいと考えています。
　今後は一層，学生・教職員参加型の企画記事の充
実を図り，紙面を通じて本学の一員としての連帯感
を共有できるような場となることをめざしていま
す。どうぞ，皆様のご愛読ならびに積極的なご参加
をお願い申し上げます。

はじめまして

医療秘書学科　　　 
平
ひら

　松
まつ

　佳
よし

　子
こ

　 1 月 5 日に医療秘書学科に着任いたしました平松佳
子です。私は約 6 年間企業に勤め，企画や業務などの
部署で仕事をしてきました。初めての教育現場は勝手
も違い戸惑うことも多いですが，学生と接する機会も
多いので身を引きしめて頑張っていこうと思います。
　医療秘書学科では学生が資格取得に励んでいるの
ですが，私も学生の頑張っている姿に刺激を受け，
これを機会に何か新しいことにチャレンジしようと
思っています。
　これから，ご迷惑をおかけすることもあるかと思
いますが，どうぞよろしくお願いいたします。

卒業論文題目集発行
　平成21年12月14日㈪～12月17日㈭（一部学科は別
日程）に提出された本年度卒業論文の題目集を 3 月
13日㈯の卒業証書・学位記授与式にあわせて発行い
たします。
　この題目集は，情報交換と後輩達の研究の参考にし
てもらうというねらいで毎年発行しているものです。

3年次生保護者対象「第2回保護者�
就職懇談会」開催について（予告）

　この度，「第 2 回保護者就職懇談会」を下記日程で
開催いたします。今回は，保健看護，感覚矯正（視
能・言語），臨床栄養，リハビリテーション（理学・
作業）の 4 学科を対象とし，各学科の担当教員がご
子弟の進路にかかわる相談を個別に行います。保護
者の方々多数のご参加をお待ちしています。
≪実施要領≫
1 ．開催日時：平成22年 3 月 6 日㈯ 13：30～16：00
2 ．開催場所： 川崎医療福祉大学　各学科指定教室

（ 2 Fインフォメーションホール受付後）。
※案内状の発送： 平成22年 2 月 3 日㈬
※返 信 締 切 日：平成22年 2 月16日㈫
※問 合 わ せ 先：就職支援センター

（直通電話 086−464−1007）

新任職員あいさつ

キャンパスインフォメーション
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平成21年度　国家試験日程
種　　類 試 験 日 合格発表

社会福祉士 Ｈ22. 1 .31㈰
Ｈ22. 3 .15㈪精 神 保 健 

福 祉 士
Ｈ22. 1 .30㈯
及び 1 .31㈰

保 健 師 Ｈ22. 2 .19㈮
Ｈ22. 3 .26㈮

看 護 師 Ｈ22. 2 .21㈰

視能訓練士 Ｈ22. 2 .25㈭ Ｈ22. 3 .31㈬

言語聴覚士 Ｈ22. 2 .20㈯ Ｈ22. 3 .25㈭

管理栄養士 Ｈ22. 3 .21㈰ Ｈ22. 5 . 7 ㈮

理学療法士 Ｈ22. 2 .28㈰
及び 3 . 1 ㈪ Ｈ22. 3 .31㈬

作業療法士

平成21年度　謝恩会日程
学 　 　 科 日　　時 場　　所

医療福祉学科 3 月13日㈯
18：00～

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町

臨床心理学科 3 月13日㈯
18：00～

倉敷国際ホテル
倉敷市中央

保健看護学科 3 月13日㈯
18：00～

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町

感覚矯正学科 3 月13日㈯
19：00～

岡山全日空ホテル
岡山市北区駅元町

健康体育学科 3 月13日㈯
19：50～

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町

臨床栄養学科 3 月13日㈯
19：00～

ラヴィール岡山
岡山市北区駅元町

リハビリテー
シ ョ ン 学 科

3 月13日㈯
19：00～

岡山全日空ホテル
岡山市北区駅元町

医 療 福 祉 
経 営 学 科

3 月13日㈯
18：00～

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町

医療秘書学科 3 月13日㈯
17：30～

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町

医 療 福 祉 
デザイン学科

3 月13日㈯
19：00～

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町

医療情報学科 3 月13日㈯
18：00～

岡山全日空ホテル
岡山市北区駅元町

　平成21年度学友会後期総会が，1 月20日㈬ 1,540名
（委任状提出者数 1,160名を含む）及び関係教職員が
出席し，開催されました。
　開会にあたり，学友会会長代理 長尾憲樹学生部長
よりご挨拶いただき，代議員会 井上明元議長のもと
進行されました。今回の議題は下記のとおりです。

1 ．部・サークル継続届の改正について
　「設立時の構成員は20名以上とする」から，「設
立時の構成員は20名以上，継続時の構成員は10
名以上とする」に改正
　「継続届の場合は毎年 1 年間の活動内容を明
記すること」に「10名以上20名未満の場合には
随時詳細な活動報告書を提出」を追記

2 ．備品購入について
　テント 4 張

3 ．キャンパス全面禁煙宣言について
　上記について，各関係代表者より詳細な説明がな
され，賛成多数により承認されました。
　また，キャンパス全面禁煙宣言につきましては，
学友会執行委員長 淡野紋子さんより，平成15年に行
われた大学のキャンパス禁煙宣言を受け，学生の立
場から教職員と一体となってキャンパスの全面禁煙

（完全禁煙）に取り組むことが宣言されました。
　総会に引き続き，執行委員長選挙が行われました。
1 名の立候補者があり，信任投票の結果，臨床栄養
学科 氏峰栞里さんが平成22年度学友会執行委員長
に信任されました。

平成21年度�
卒業証書・学位記授与式（案内）

1 ．日　　　時：平成22年 3 月13日㈯　10：00～
　　　　　　　　（受付 8 ：30～ 9 ：40）
2 ．会　　　場：総合体育館
3 ．出席対象者： 平成21年度卒業生およびその保護

者，教職員
※なお，卒業生の当日の集合場所・時間などの詳細

については，後日学生掲示板に掲示いたします。
式終了後，学生ロッカー鍵を返却してもらいます
ので，忘れないように持参してください。

平成21年度学友会後期総会・�
平成22年度執行委員長選挙

キャンパスインフォメーション
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室編 集
◦　そこはかとなく春の気配が感じられるようになってきました。卒業の時期を迎え，落ち着かない日々

を過ごしている方もいることでしょう。今号では，先生方からのお祝いのお言葉や，懐かしいアルバ
ムを掲載しております。 4 年間の思い出を振り返りながら楽しんでいただけると幸いです。

　　在学生のみなさん，卒業はまだまだ先だと思っていませんか？　学生生活はあっという間に終わっ
てしまいます。勉強に部活に遊びにバイトに……忙しい日々を過ごしていると思いますが，卒業時に
後悔しないように何事にも一生懸命取り組んでください。

川崎医療福祉学会への入会案内�
─卒業生・大学院生へ─

　川崎医療福祉学会は，「医療福祉に関する学術の
向上発展と，会員相互の学問的交流，並びに医療福
祉学の普及を図る」ことを目的としています。
　この分野の学会は全国的にも珍しく，川崎医療福
祉学会誌は，和文誌，英文誌とも国際登録され，さ
らに英文誌は「Chemical Abstracts」に収録されて
おり，また米国の医学図書館にも収蔵され，広く活
用されています。
　学会員になると学会誌に投稿ができるとともに，
研究集会へ参加し，発表することもできます。研究
集会は年 2 回開催され，活況裡に発表されています。
さらに，学会の行う講演会の案内もいたします。
　医療福祉に関する学術の向上発展と，その普及並
びに，会員相互の学問的交流を図るため，幅広い会
員を募集しています。特に若い皆さんの入会を願っ
ています。

本会に入会を希望される方は，入会届を提出し，
平成22年度会費6,000円（大学院生は3,000円・学
生証の提示が必要）を納入してください。お問
い合わせは，学会事務局（医福大 9 階中央教員
秘書室）までご連絡ください。
電話：086−464−1009（内線 54995・54996）

大　学　行　事
2 月26日～ 3 月 9 日 一般入試後期出願期間
2 月26日～ 3 月11日 センター試験利用入試後期出

願期間
3 月 2 日 大学院入試（修士 2 期・博士

後期 2 期）・編入学試験（二次
募集）合格発表

3 月 6 日 第 2 回保護者就職懇談会（ 3
年次生対象）

3 月13日 卒業証書・学位記授与式
3 月16日 一般入試後期
3 月20日～ 3 月31日 学部）春季休業
3 月20日～ 大学院）春季休業
3 月21日 第 5 回オープンキャンパス
3 月23日～26日 一般入試後期・センター試験

利用入試後期入学手続期間
3 月25日 学部）在学生ガイダンス
4 月 2 日 入学宣誓式
4 月 3 日～ 7 日 学部）新入生オリエンテーション
4 月 3 日～13日 学部）Web履修登録Ⅰ（新入

生）
4 月 5 日 学部）春学期授業開始（在学

生）
4 月 6 日～12日 大学院）履修登録
4 月 6 日 大学院入学式，オリエンテー

ション
4 月 7 日 大学院）授業開始
4 月 8 日 学部）春学期授業開始（新入

生）
4 月17日～22日 新入生オリエンテーション旭

川荘見学研修

学会等開催〔予告〕
2 月27日 岡山県社会福祉士会定例研修会
2 月28日 第 1 回FIM講習会in倉敷
3 月 6 日 岡山県言語聴覚士会学術集会
3 月 6 日～ 7 日 岡山マンモグラフィ更新講習会
3 月 7 日 第 2 回自閉症支援現任者フォロー

アップセミナー
3 月20日～21日 2010年TEACCHモデル実践報告会

人　事　異　動
〈採用〉  
平松　佳子 医療秘書学科事務員 （ 1 月 5 日付）

〈退職〉 
藤井　亮子 入試課事務員 （10月31日付）

キャンパスインフォメーション
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