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　毎年のことだが、本学の学部卒業生は、ここ数年の間、毎年八百数十名を数える。その中
で就職を目指すのは八百人ぐらいで、卒業生の90パーセント以上を占める。そして、3月末の
時点における就職率は95～98パーセントに達する。
　本学の営みは、中教審による大学の機能分化に従うと、「幅広い専門職業人を養成する大
学」の部類に入る。しかし本学の営みはそれだけではない。「総合的教養教育を行う大学」で
あり、「特定の専門領域を研究・教育する大学」（例えば芸術や体育など）でもあり、「地域の
生涯教育を担う拠点としての大学」でもあり、「社会貢献機能（地域貢献・産官学連携・国際貢献）をもつ大学」でもある。
　多くの卒業生が、医療・教育・福祉の領域に就職するものの、一部には一般企業に就職するもの、大学院に進むもの、
社会活動に挺身するもの、海外にでかけるものなど、多様な進路を歩もうとしている。
　学長として卒業生に思うことは、どんな世界で生きようが、本学で培ったはずの「人間について深く考えること」を忘れない
で欲しいということだ。医療・教育・福祉の世界では、日常的に「人間について考えること」が多いと思う。しかも、君たちの
目の前にいる「人」は、しばしば、人間の根源的な苦しみと言われる生・老・病・死に直面している場合が少なくない。その
人の苦しみや悲しみを理解できる人であって欲しいと願っている。
　しかし、医療・教育・福祉とは異なる世界でも、多くの人びとが苦しんでいる。今の時代、社会は混迷の度を深め、不健全
な状態が続いている。それは、君自身にも襲いかかってくるかも知れない。私は、すでに3/4世紀を生きてきたが、今日ほど重
苦しい雰囲気が立ち込めている時代はなかったと思う。
　そのような時代に君たちを送り出すことはとてもつらい。しかし、君たちは健気に生きてほしい。だが、決して無理をするな。
自分を大切にしてほしい。そして、一人の力を過信してはならない。弱ったときは、母校を訪れてほしい。互いに知恵を出し合
おうではないか。

　皆様は大学創立20年目という節目の年に最終学年で在籍された 「運命的学生」です。
　これまで、視能矯正専攻451名と言語聴覚専攻457名が卒業していますが、今年の卒業生32名と28名を加えると、20年間で483名と485名
となります。その間、卒業研究（いわゆる田淵ゼミ）で私が担当した学生の数はとうとう83名にもなりました。名簿を見るとその時々の喜怒哀楽が鮮明
に思い出されます。そして、何かの機会に再び会った時の懐かしさは格別です。「よく、これだけ成長できた（?）な」と、思うのが大半ですが、「その
分野で大活躍の人物」もいます。皆様のそれぞれのゼミ担当先生方との2年足らずの濃密な関わりは「生涯の宝」です。大学を思い出してください。

　保健看護学科13期生の皆さんが、ご入学された日は、校庭の桜が満開で、とても美しい光景の中で、学生の皆さんをお迎え
しました。以来、4年間の学びで看護師として、保健師として、養護教諭として、助産師を目指して大学院生として、それぞれ専
門職者としての歩みをスタートされる皆さんが選んだ道は、今、まさに役割拡大が進んでいます。一例をあげてみると認定看護師、
専門看護師、特定看護師（仮称）などキャリアアップの方向性が増えています。そのような状況を背景にして夢の実現に向かう
卒業生に、「川崎学園で学んだ保健看護のケアの原点に立ち返りながら歩んでほしい」という言葉を贈ります。

　内発的に動機づけられた行為に自己を没入させたとき、忘我や恍惚の境地の中で味わう幸福感や自尊感情などの感覚をフロー
経験ということは学んだと思います。さて皆さんは在学中にどんなフロー経験をしましたか。勉学や課外活動に意欲的に取り組み、
時の経つのも忘れて没頭した後に生じる「やったあー」という達成感を多く経験した人は、フロー経験のある充実した大学生活を
送ったことになります。最近の心理学は、フロー経験が心理的well-beingや生活の質を高めるだけでなく、人の成長にもつながる
ことを明らかにしています。卒業して社会人になったら、どうか社会人としてのフロー経験をたくさん積んでください。

　卒業される皆さんに、社会生活を送る上で役立つかもしれない一言を述べさせていただきます。私の好きな言葉です。
　　　力は貧に勝ち、謹みは災いに勝ち、慎みは害に勝ち、戒めは災いに勝つ　（劉

りゅうきょう

向の「説
ぜいえん

苑」から）
　努力を怠らず、身を控えめに、慎重に行動し、戒めを守るように努力すれば、この世をうまく生きていくことができるという意味で
はないでしょうか。しかし、人はともすれば、この言葉に反した生活を送り貧乏になり、思い上がって世の中から閉め出されます。何
とも情けないことです。私自身にも同じことがいえます。残念に思ったときはすでに遅いのです。
　どうか諸君、この言葉をもって社会に望んでください。きっと幸せを得ることができるでしょう。
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卒業生に贈る言葉



　川崎医療福祉大学で過ごした学生生活はいかがでしたか。コンピュータ技術としての情報は劇的に進歩した新しい分野ですが、古い
歴史を持つ医療も、近年大きく変化しています。人々の生活を守るための医療には、情報技術の有効利用が不可欠な時代です。皆さ
んはそのような時代にふさわしい勉学を積み重ねてきたのですから、自信と誇りをもって、これまでに培ってきた能力を、存分に発揮してくだ
さい。とはいえ、人生に失敗はつきものです。失敗なくして成長なし。そこで、気に入った名言をひとつ。インターネットで見つけました。
　“When I’ve had a rough day, before I go to sleep I ask myself if there’s anything more I can do right now. If there isn’t sleep sound.” by L.L.Colbert

　ユニバーサルデザインを追求し「やさしさをかたちにする」という大きなテーマに立ち向かい、時には夢を追い、時には戸惑い、様々な思いを乗り
越え、晴れて今日の日を迎えたことでしょう。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。それは常に相手の立場に立ってデザインする
ことです。デザイン行為の中で常に求められたのが想像力であり、感性であり、感動だったと思います。これらは現代社会からどんどん失われていま
す。だからこそ、医療福祉デザイン学科での学生生活に自信と誇りを持って、人間として、社会人として、職業人として大きく羽ばたいてください。
　「すべては想像力の問題なのだ。僕らの責任は想像力の中から始まる。」（村上春樹）

　高野悦子著『20歳の原点』の中に、「未熟であること、人間は完全な存在ではないのだ。不完全さをいつも背負っている」という
言葉があります。しかし、私達は、人間を “完全な人” と “不完全な人” あるいは “勝者” と “敗者” に分け、“完全な人”や “勝
者” に価値を置きたがります。高野さんは、「人間の存在価値は完全にあるのではなく、不完全でありその不完全さを克服しようとす
るところにある」からこそ、「誰でも独りで生きなければならないと同時にみんなと生きなければならない」と言っています。卒業生のみ
なさんは、高野さんの言っている「みんなと生きる」という言葉の意味を、本学で学んだはずです。みなさんのご活躍を祈っています。

　ご卒業を迎えた臨床工学科第一期生のみなさんおめでとうございます。みなさんは学科自身も新設のために手本となる先輩もい
ない中で、これまで初めてのことをいくつもこなしてきました。高校とは違う授業形態、レポートに追われた実験・実習、緊張感ある
臨床実習、そして卒業研究や研究発表会に追い込まれながら、いくつものチャレンジを積み重ねて皆さんは卒業を迎えました。こ
の経験は皆さんが進んでいく道で大いに役立つことと思います。卒業後もチャレンジ精神を持って取り組み、変革の激しい臨床工
学分野でご活躍ください。みなさんの活躍ぶりを聞けることを楽しみにしております。

　表題の……には、もちろん「飛べずにいるんだ」と続きます。「いきものがかり」のYELLという歌の一節です。卒業前の皆さんの
心境と相通じるのではないでしょうか。私たちも皆さんに熱いYELLをおくります。皆さんは立派な翼を持っています。それぞれの夢へ
力強く飛ぶことができます。ともに過ごした日 を々胸に抱いて、未来へ力強く飛び立ってください。障害をもった方々や利用者の方々
は、貴方たちの力強い支援を待ち望んでいます。その期待に応えることが皆さんの「夢」のはずです。期待に応えられるように強く高
く羽ばたいてください。今後はそのような方々の力強い応援団になって、熱いYELLをおくり続けてください。ご活躍を期待します。

　大人になる、皆さんはこのことを「いつ」、「何」によって自覚しただろうか？　高校を卒業して大学生になったときに意識したのであろうか。人が成
長していく過程で「自己の存在」を意識して、「私は誰、私はなぜここにいるの」という問いかけをしながら自我に目覚めるという。
　存在している自分を意識して日々生きることは大切である。自分の生きている日 を々自覚することが、それまでの無自覚な生き方に比べて、はるかに
能動的であり人間的である。子供にそのような生き方はできない。青春の先に、ある日大人になる時があるとすれば学生時代か社会に巣立とうとする
この時期であろう。自覚して生きることを皆さんに望みたい。それには、快食、快眠、快便が大切であると私は思う。皆さんも心掛けられますよう！！

　初めは何もできないから、先輩のようにできなくて当たり前です。そのとき実行することは次の三つです。まず①笑顔で挨拶、②
頼まれたことはすぐやること、③人の話はうなずきながら聞くことだと言われます。笑う門には福来り。難しい顔をしてだれが気持ちよ
く心を開いてくれましょうか。鏡で笑顔を確認するくらいが一番いいです。人からものを頼まれたら、気持ちよく引き受けること。どう
せやるなら、言い訳を並べたり、ぐずぐずしても何もいいことはありません。評価が下がるだけです。人と話すときは真剣に耳を傾け、
うなずきながら聞けば、相手の方にいい印象を与えることになります。この三つの心構えを贈ります。

　みなさんは医療秘書学科第3期生。立派に4ヶ年の医療秘書教育課程を修められました。自分にとって大学とは何か。友と自分。部活動（サークル）と自分。勉強と自分。アルバ
イトと自分。就職活動と自分といった、自分の対象（事柄）と正面から向き合い対応してきた4ヶ年の過程があったと思います。そう、みなさんは「自分探し」を懸命にして来られ、事の
基本は自分にあることを学ばれました。人生は「予期しない偶然の出来事」でありますから、自分に何が起きるか予想できません。簡単に備えができるものではありませんが、「今」と
いう瞬間を大切にすることは可能です。「今、成さなければ」と感じるその瞬間を見逃さず、やるべきことに集中する「今」を充実させてください。「過去」は取り戻せませんが、「今」（現
在）という瞬間を懸命に生きれば「未来」（将来）に結実します。「今」とは、自分の将来を形成する原動なのです。みなさんの居られる現在位置の環境は、社会人に成った瞬間に働
く環境に一変します。その瞬間が「今」となります。どうか、社会での新たな自分探しの瞬間の第一歩を大切に踏み込んでください。それぞれの進路でのご活躍を祈念いたします。

失敗したときこそぐっすり眠れ

想像力の中から始まる

「みんなと生きる」ということ

これからもチャレンジ！

翼はあるのに……

大人になる

社会に出て気持ち良く仕事をするには

「今」という瞬間を懸命に　―Do your best for you, just now.―
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ご卒業おめでとうございます



研究室訪問　　感覚矯正学科
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　東京工芸大学工学部写真工学科卒業。千葉大学大学院自然科学
研究科博士後期課程満期退学。中京大学心理学部助手、神戸大学
大学院海事科学研究科研究員（兼任）、東京工芸大学工学部助教等
を経て、2009年より川崎医療福祉大学医療技術学部感覚矯正学科
視能矯正専攻准教授。専門は心理学、工学からの視覚、色彩研究。
博士（工学）。
〈主な担当授業科目〉
学　部：視覚生理学、基礎視能学Ⅲ、視能学研究法、視能検査学Ⅲ、
　　　　視覚生理学実習、基礎視能学実習
大学院：視覚臨床生理学特論、視覚臨床生理学演習
〈ゼミ生〉
大学院修士１年生　徳
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〈研究テーマ〉
修士課程
　「知覚確率曲線を利用した視力検査法の開発」
　　精密な視力測定法開発を目指します。
４年生
　「船舶における視環境の検討」
　　実際に練習船に乗り視環境を測定しました。
　「サングラス装着時の視機能の評価」
　　明るさによる視機能の違いを評価しました。
　「二重課題法を用いた中心視と周辺視の明るさ知覚の検討」

現在の眼科ではあまり扱われていない、大脳の働きである認知機能
を含めた視機能検査のための検討をしました。

３年生
　「観察者に依存した色の認知特性の検討」

加齢、色覚異常、眼疾病の影響が色の認知特性に与える影響を
検討します。

　「作業環境に必要な視機能の検討」
　　作業に必要な視機能を認知機能も含め検討します。

・「見る」という日常のことがテーマで興味を持
ちました。
　河本ゼミでは、自分のテーマの他、他の学生
のテーマについても共同で研究を行います。それ
ぞれのテーマは独立したものではなく、関連性を
持つものだからです。基礎、臨床、応用それぞれ
の点から検討し、そこから「見る」ことの多様性
の理解を進めています。日常見ることからの体験
から視覚に興味を持った学生、多様性を見出し
て入って来た学生には、多くのことを体験してもら
いたいと思っています。
・研究テーマがとてもアクティブだったので。
・船に乗りたかったからです。環境による見え
方の違いを知りたいと思いました。
　ゼミでの活動に興味を持つことは大事なことで
す。まずは体を動かして環境を体得し、問題を明
らかにしていく構えは立派です。
・色覚異常について興味があったからです。ま
た色覚異常の特性を持った方が普段どのよう
に色を見ているか知りたいと思ったからです。
・色の実験に興味を持ちました。

　もちろん、視覚について純粋な興味があること
も大変重要です。
・先生が優しいと先輩から言われたので。
　　……本当は厳しいですよ。

・船でのフィールドワークでは船酔いが大変で

した。
　４年生は全員、共同研究先の練習船（神戸
大学大学院海事科学研究科附属練習船深江
丸）に乗り、視環境の測定を行いました。太平洋
では台風通過の後でしけ、多くの乗船者が船酔
いに苦しめられました。フィールドワークには直接
研究に関係ない場面でも苦労がありますが、得ら
れたデータは大変貴重なものです。３年生も今
春乗船予定です。

・データを解析する量が多かったこと。
・研究を進めるために他の専門の勉強も必要だ
ったこと。
　研究が進むにつれデータの量は増え、解析に
も手間と時間がかかります。また河本ゼミでは基
礎・臨床・応用にまたがってのテーマのため、他
の専門の知識も必要となる場合があります。
・長時間、暗室で実験をしたこと。
　　地道なデータ収集は後に花を咲かせます。

・研究を通して視環境について考えられるよう
になった。
・共同研究などで大学以外の人の輪が広まった
ことです。
・１週間航海に出るという貴重な経験ができた。

　研究のみならず、大学生活を充実させる体験と
してゼミでの学習をとらえてもらえていることは、う
れしく思います。
・先生が熱心なことです。
　　光栄です。

　今回は感覚矯正学科視能矯正専攻の河本ゼミを紹介します。河本ゼミで
は、視覚の基礎を応用、臨床に結びつける学際的な研究を行っています。
作業における視環境や視機能の特性を船舶を例に取り上げたり、見易さ・視
認性を向上させる視覚補助具、視覚情報を取捨選択する機能である視覚的
注意、視覚の高次機能である色の認知など、眼科領域と連携する心理学、
工学の視点からの内容を扱います。研究では実験やフィールドワークが伴い、
他大学との共同研究となることもあることから、学生自身の行動力が必要で
す。本記事から所属学生のアクティブさを感じていただけると幸いです。

神戸大学学生からの教授

海上での視環境測定

研究航海での一コマ
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　准教授　プロフィール

河本ゼミを希望した理由は？

ゼミで大変だったことは？

ゼミで良かったことは？

教員から学生への質問

河 本 ゼ ミ



？
　実は最初から明確な目的があった訳ではなく、あ
る意味流されたというか……もともと写真に興味が
あり、写真の技術を専門に扱う学科に入ったので
すが、そこではレンズやフィルム、メカトロニクスな
どの他に、写真を見る人間自身の視覚を扱う研究
室があり、卒業研究ではその研究室に今考えれば

「運良く」入ることができました。現在専門の「見
る」ことは、ただ漠然とした興味が幼いころからはあ
ったのですが、当時発達期のコンピュータを基盤と
した情報工学を扱う研究室にも魅力を感じており、
違う研究室に入っていたら全く異なる道を歩んでい
たかもしれません。研究室に入り、方向性はなかな
か定まりませんでしたが、「見る」ことについてこの
時よりのめり込み、形を見ること、色を見ることなど、
視覚通じてどのように人間が情報を得て処理してい
るか、基礎的なことからそれらの知見を生かして実
社会に役立てられるかなど、一貫して「見る」こと
について興味を持ってきました。現在のゼミのテー
マも、「見る」ことを多面的に考えられることを一つ
のモットーに掲げていますが、これも、私自身の経
験に基づくものです。

　毎日教育、研究を通じて公私学生と接しながら、
仕事をこなす大学教員が大変魅力的に感じられた
からです。教職の道を意識し始めたのは学部 4 年
生の頃です。学部での卒業研究は一年間だけでし
たから、大学院に進みもっと研究を続けたいと考え
ていましたし、そのまま大学に身を置くことができれ
ば、有意義な生活ができるのではないかとも考えま

した。実際は大学教員になるには紆余曲折があり、
学生時代に思い描いた世界とは現実は異なるもの
でしたが、まずは学生の皆さんと自分の専門の生か
せる立場に身を置くことができ、この点では大変良
かったと思っています。

　研究を進めるためにも、大学教員になるためにも
大学院で学ぶ必要があると考え、特に迷いもなく進
学を決めました。当時日本ではバブルがはじけ、前
年まで好況であった就職状況は一変し、大変厳し
いものとなったのも後押ししたかもしれません。今振
り返ると、これは進学してから知ったことですが、大
学院進学がそのまま教職や研究者の道につながる
ものでもなく、一方で経験を積んでから大学院に入
り研鑽を積み、研究職、教職に就く方も大勢おられ
ることから、もう少し広く考えても良かったかもしれま
せん。皆さんのほとんどは学部卒業後一度臨床の
道に進むと思いますが、ステップアップを図る上で
大学院で勉強することは有意義なことなので、是非
社会に出てからも選択肢の一つとして覚えておいて
欲しいと思います。

　まずは「見る」ことが専門の学生に多く接するこ
とができることです。今までの大学では、視覚は多
くても一つの領域のテーマであることが多く、専攻
すべての学生が何かしらの形で「見る」ことに関わ
っていることはありませんでした。もう一つは、学生
の皆さんが学習に大変熱心であり礼儀正しいことで
す。熱心に授業を受けてもらえることほど教員にとっ
て励みになることはありません。

高照度視環境における視機能の測定

視覚補助具装用時の色覚測定

懇親会での一コマ

二重課題の実験

カテゴリカル色知覚実験準備
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　視能矯正専攻では、視能訓練士になるため専
門的な知識や技術を学んでいます。眼科分野の
みでなく、眼と密接な関係にある脳の働きや全身

に至るまで様々な分野の学習に日々励んでいる次第です。その中で卒業研究に関する学習
をゼミ単位で行います。自分が希望するテーマを選び、3年次生からそれぞれのゼミへ割り
振られます。私は大学院で河本ゼミに所属し視力に関する研究を行っていますが、本ゼミで
は視力に関することだけではなく、色に関することや日頃私たちが何気なく生活している環境
での見え方に着目するなど、幅広いテーマで研究を行っています。ま
た本ゼミでは、研究以外に事あるイベント後に行われる懇親会も魅
力の一つであると私は思います。どうしても先生との食事となると堅く
なってしまうイメージですが、河本先生持ち前の明るさを中心に毎回
楽しく行われています。勉学に励むだけでなくそれ以外の場面でも一
生懸命楽しむのが河本ゼミの持ち味です。

（大学院修士1年生　徳武朋樹）

　「見る」ということの多様性を体得し理解する―現在の
河本ゼミの方針です。河本ゼミが属する感覚矯正学科視
能矯正専攻は、眼科で業務を行う視能訓練士を養成する

専攻ですが、本ゼミの研究内容は、眼科領域と連携する発展的な内容を含んでいます。これは眼科
における検査・訓練が、実際に「見る」ということについてどのように生かせるか考える上で重要で
あるのと同時に、視能訓練士の活躍の幅が今後広がることにもつながると考えてのことです。
　学生の皆さんにはできるだけたくさんのことを体験してもらいたいので、学生自身のテーマだけでな
く、他のゼミ生の研究も共同で進めたり、教員自身の研究も手伝ったりしてもらっています。学科の
カリキュラムは多忙であるにも関わらず、アクティブな姿勢で熱心に取り組んでいる姿はすばらしいと
思っています。

大学院生から一言

担当教員から一言

教員とゼミの学生による対談

現在の専門の道に入ったきっかけは？

なぜ教職（大学教員）の道を選んだのですか？

大学院に進んだきっかけは？

医福大に来て良かった思うことは？

学生から教員への質問
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一期一会を大切に
臨床栄養学科4年
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　臨床栄養学科のカリキュラムでは3年生の9月から半年の間臨
地実習があるため、早期の就職活動は難しいことが一般的です。
それにもかかわらず、私は4年生の4月には「きびだんご」で有名
な廣榮堂に内定が決まりました。
　実は、臨地実習の体験から、病気になる前に「食」から引き起こ
される病気を予防したいと考えるようになっていました。そのため、ク
ラス担任の先生から廣榮堂から求人がきたと知らされた時、もし和
菓子で低エネルギー・低GIなものを作ることができたならば幅広い
世代の人に喜んでもらえるだろうと考え、廣榮堂を受ける決心をしま
した。
　まだ履歴書の書き方も面接のマナーなども、全く分かりませんでし
たが、とりあえず、チャレジしてみることにしました。さっそく、就職活
動用の参考書を購入し、履歴書を書き、自由レポートには開発して
みたい商品を絵入りで書き、色もつけました。不安に思う時もありま
したが、結果的にはこの自由レポートは好評で社長面接で内定を
いただくことができました。急な話であったため、受けることをあきらめ
た人も多かったのですが、逆に私にとってピンチな状況がチャンス
になりました。就職活動をされる皆さんも不利な条件だからとあきら
めず、頑張ってください。

　私の将来の夢は、人とのつながりを大切にし、信頼されるような
理学療法士になることです。人とのつながりを大切にするということ
は、臨床においてチーム医療を行うにあたって重要になると思いま
す。また同じ病院内だけでなく、他の病院・施設の人たちともつな
がりを持つことは、理学療法士としての自分のみでなく人間としての
自分の成長にも大きな影響があると思っています。
　加えて、人から信頼されるように努力したいと思います。人にとっ
ても自分にとっても気持ち良く過ごすために、信頼関係を築くことは
大変重要だと思います。そのためにも、常に人からの期待を上回る
ような結果が出せるように努めたいと思っています。また数年後に
は、自分が臨床実習に出た時のように、学生や後輩に何か教えら
れるような理学療法士になりたいです。
　そのため、これからの人生の中での一期一会を大切にして歩んで
いきたいと思います。
　最後に、大学生活4年間の中でいろいろとご迷惑をかけた先生
方や、いつも支えてくれ励ましてくれた友達、そしてここまで育ててく
れた両親に感謝し、今後もこの方 と々のつながりを大切にしていき
たいです。

和菓子で
病気の予防へ
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　21世紀はこころの時代と言われています。「こころのあり
よう」「こころの健康」、これらは私たち専門職が取り組む
べき重要な課題であるとともに、今後皆さんにとってもよりい
っそう関心を寄せるキーワードではないでしょうか。昨年、岡
山県内のある精神科病院に内定をいただき、私は「精神
保健福祉士」として将来を歩んでいくことになりました。「精
神保健福祉士」は、精神科ソーシャルワーカー（PSW：
Psychiatric Social Worker）という名称で、1950年代よ
り精神科医療機関を中心に医療チームの一員として導入さ
れた歴史のある専門職です。社会福祉学を学問的基盤とし

て、精神障害者の抱える生活問題や社会問題の解決のための援助や、社会参加に向けての支援活動を通して、その人らし
いライフスタイルの獲得を目標としています。
　大学入学時、漠然とした福祉への思いしかなかった私は、4年間の学びを通して高ストレス社会と呼ばれる現代の日本の現
状、13年連続で3万人を超える自殺者数、増え続ける精神科病院への新規入院患者数などの現状を知りました。これらの
事実は、私にとって非常に衝撃的なものでした。それと同時に、この現状に対応する医療・福祉専門職の努力と活躍を、実
習や卒論製作を通して学んできました。そこから「精神保健福祉士」という将来の道を選んだ我々には、この社会に変革を起
こす責任、他の医療職とは異なる「福祉」というアプローチで精神障害者に関っていく役割があると思い、精神科病院で働
いていくことを決めました。
　精神病は誰もがかかる病気です。たまたまこころの病を負ったことで、障害を抱えてしまった人々は多く存在します。今後は、
こころの病を負ってしまった人に対する社会復帰や社会参加支援をよりいっそう充実させるとともに、高ストレス社会といわれる
現代の人々のこころの健康の保持・増進に広く貢献していきたいと思います。そして、身近にいる人々に対し、精神障害に対
する普及・啓発を行い、一人でも多くの人が苦しい時には気軽に医療機関へ足を運べるよう、専門機関に対する敷居を下げ
ていくことが私のひとつの目標です。

こころの健康のために
貢献を

医療福祉学科4年

江
こう

田
だ
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しゅう

一
いち

マスコットキャラクター「かわふっくー」
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　私は大学生活の4年間で、授業や臨床実習などで様々なことを
学んできました。最初は不安も多く、4年間本当にやっていけるのだ
ろうかとばかり思っていました。しかし、自分と同じ目標を持つ仲間に
出会い、時にはぶつかり、時には支えあいながらこれまでやってこれ
ました。また、勉学ばかりだけではなく、臨床実習など実際に臨床
の現場に立つ社会と触れることで、社会人になる上での自覚とその
厳しさを学ぶことができたと思います。
　写真は、病院実習開始式での1コマです（筆者中央）。これか
ら始まる臨床実習に期待と不安でいっぱいでしたが、今、卒業を前
にして、改めて新社会人として同じ気持ちになっています。将来は、
私達が臨床工学科の1期生であるため、後輩の見本となれるよう
大学生活で得たことを最大限に活かし、医療スタッフを含め患者さ
んにも信頼されるような臨床工学技士を目指したいと思います。

　私は大学卒業後、地元の病院に就職するのですが、私が就職
する病院には、まだ電子カルテシステムが導入されていません。そこ
で、私は電子カルテシステムの導入作業に深く携わり、病院の機
能向上に貢献したいと考えています。
　私は、電子カルテシステムを大学の講義で初めて知りました。病
院実習では、実際に稼働している電子カルテシステムを操作し、卒
業研究では、電子カルテシステムの操作マニュアルの作成を行いま
した。このような経験から、電子カルテシステムに対する興味が深
まり、将来電子カルテシステムに携わる仕事がしたいと思い始めま
した。
　電子カルテシステムが導入されると、診療情報の管理や二次利
用など、病院で診療情報を利用する際に便利であることをはじめとし
て、メリットは多いです。しかし、導入に携わっていくためには、私の
知識も技術も今のままでは全然足りません。ですから、病院で実際
に働くことで医学・医療情報についての知識を深めるとともに、現
場で求められているシステムの機能を把握することに努めようと思い
ます。初めは自分の業務に慣れることで精一杯になるとは思います
が、なるべく早く慣れて、病院をより良くしていくことに貢献していき
たいと考えています。

信頼される
臨床工学技士に

電子カルテシステムで
病院を変える

卒業を迎えた4年生が語る未来への道

　川崎医療福祉大学では、毎年、｢学生表彰規程｣ に基づき、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、他の学生の模範とする行動のあった学生個人または団
体に功労賞を授与しています。
　平成22年度功労賞表彰式は、平成23年1月19日（水）15：30より川﨑祐宣記念講堂
において開催され、競泳で国体、全日本学生選手権で活躍した齋藤真理枝さんなど個人30名と、初の全国制覇を成し遂げた軟式野球部、
岡山県王座に輝いたサッカー部などの15団体に学長から表彰状と記念品が授与されました。
　表彰後、岡田学長からのお祝いの言葉、受賞者のお礼の言葉があり、それに続き各受賞者・受賞団体による各団体の活動及び業績の
報告（パフォーマンス）が行われ、表彰式は大いに盛り上がりました。
　表彰式終了後、厚生棟レストランで祝賀会が行われ、各々の覇業や活躍を喜び合うとともに、今後のさらなる飛躍を誓い合いました。

平成22年度　功労賞表彰式

水口　春菜
荻野比佐代
樋口　慶彦
齋藤真里枝
佐柳　　歩
重田　裕子
青江　圭祐
北村　　周
徳重　歩実
茅原　　徹
秋山　幸佑
萬戸　　聡
原　　拓馬
浮田　恭平
金田　大希

弓　道　部
女子硬式庭球部（K･T･C）
硬式野球部
水　泳　部
水　泳　部
水　泳　部
水　泳　部
水　泳　部
水　泳　部
軟式野球部
軟式野球部
軟式野球部
軟式野球部
軟式野球部
軟式野球部

倉田ひとみ
橋本　真実
広田　和哉
津島　　萌
山村　里緒
平野　愛子
浅倉　　藍
鷹取　吾一
氏峰　栞里
大森　祐樹
岩井　聖文
森田　　翔
松西　里依
溝渕　尋香
茅野　仁美

女子ラクロス部
陸上競技部
陸上競技部
陸上競技部
少林寺拳法部
少林寺拳法部
少林寺拳法部
川崎医療福祉大学スケートサークル
学　友　会
学　友　会
学　友　会
学　友　会
学　友　会
倉敷子ども健やか教室｢マスカっち」
川崎医療福祉大学ボランティアセンター学生スタッフ

平成22年度　功 労 賞 受 賞 一 覧

個
　
　
　人

学　友　会
水　泳　部
女子ラクロス部
ウインドオーケストラ「ハートフルウインズ」
ボランティアサークル「あじさい」
弓　道　部
軟式野球部
女子ソフトボール部
川崎医療福祉大学学生赤十字奉仕団（R.C.Y.Will）
エンゼル･サポート･ボランティア
サッカー部
バドミントン部
フットサル部
ボランティアサークル「フロンティア｣
ボランティアクラブ「ワンピース｣

団
　
　
　体
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医療に貢献できる“医師の秘書 ”を目指して

パイオニアとしての4年制医療秘書学科

知的理解から実践的理解へ

　医師や医療経営者などの活動を的確に補佐するためには、高い情報
処理能力やコミュニケーション能力とともに、医学知識、診療情報管理、
医療マネジメント（経営管理、医療事務、病院会計など）や医療福祉に
関する専門的知識が必要になります。
　医療秘書学科では、これらの能力を高いレベルで身に付けるとともに、
幅広い教養や豊かな国際性を持った、真に貢
献できる医療秘書の育成を目指しています。

　私たち医療秘書学科は、川崎医療短期大学に始まる20数年間の積み重ねを土台にしつつ、2005年にスタートしまし
た。福祉の心を養い、医療福祉を学ぶことのできる「4年制の医療秘書学科」は日本初であり、今も本学をおいて他に例
がありません。私たちはパイオニアです。これからも、医療秘書学科での学びを誇りとして活躍できる人材を育成していきた
いと考えています。

　知識とスキル、理論と実践の融合を目指して、学内での講義と現場での実習を組み合わせたカリキュラム編成を心がけ
ています。1年次から「オフィススタディ」や「医療秘書機能演習」などで現場感覚を養い、2年次には「実習概論」な
どで認識を深め、濃密な実習へと結びつけます。海外での実習機会も用意しています。

　川崎医科大学の臨床教授のもとで、教授
秘書としての実習を行い、医療秘書に必要な
資質・能力の育成を図ります。

　川崎医科大学附属病院（病院事務部）で
実習を行います。

　川崎医科大学中央教員秘書室のほか、企
業やクリニックなどで実習を行います。

　川崎医科大学附属病院の医療資料部など
で、診療情報管理についての実習を行いま
す。「診療情報管理士」受験のための科目で
す。

　Australian Catholic University National
（ＡＣＵ）と協定しており、病院見学やオースト
ラリアの医療についての講義、英会話などを
ホームステイしながら学びます。

附属病院の外来にて、
教授のもとで学ぶ

オーストラリアでの
海外実習のようす

学外実習Ⅰ（必修）

学外実習Ⅱ（必修）

学外実習Ⅲ（選択）

診療情報管理実習（選択）

海外実習（選択）

川崎医科大学
　臨床医学教室
　中央教員秘書室

医療秘書

川崎医科大学附属病院
　医療資料部　など

診療情報管理
学内講義
卒業研究

医療事務

川崎医科大学附属病院
　医事課

秘書　　　　
コーディネーター

など
その他　外部
　企業・クリニック・
　病院・ACU　など



就職活動コーナー

保健看護学科

助教　片
かた

田
だ

　信
のぶ

子
こ

●

就職説明会には積極的に出向こう！
　4年生の春から就職活動を行いました。最先端の卒後教
育を受けたいとの思いから東京の病院で働こうと決め、10か
所もの病院の就職説明会に出向いては一番前の席に座っ
て質問をするという積極的な就職活動を行いました。旅費や
滞在費等の出費は嵩みましたが、病院の雰囲気を生に感じる
ことは、実際に働く職場と自分との相性を判断するために大
変有効でした。

臨床経験は宝なり！
　1～2年目は小児内科病棟勤務でした。臨床での悩み、
疑問、感動したことなどのすべてが看護職としてのキャリア形
成に大きな影響を与えています。私の場合は患児や家族との
出会いが家族看護学を研究する起点となり、大学院進学→
母校での教育・研究者につなが
っています。

先輩や先生方とのネット
ワークづくりを！
　先輩や先生方から情報を得
て、進路や就職先を選択するこ
とは大事なことです。私も皆さん
の先輩の一人として相談にのり
ますよ。悔いの残らないよう就
職活動をがんばってくださいね。
応援しています。

リハビリテーション学科

講師　大
おお

野
の

　宏
ひろ

明
あき

●

出会いと興味を大切に！
　私は、本大学に着任する以前は、単科の精神科病院に作
業療法士として15年間勤務してきました。私が精神科を目指
したのは、臨床実習における充実した経験が大きかったので
すが、病院を決めたのは1年時の夏休みに病院見学したこと
がきっかけでした。友人に誘われ何気なく行ったその病院は、
明るくて開放的な病院の理念と治療環境に包まれた病院でし
た。この見学は、私の精神科分野に対する興味を膨らませ、
特有の偏見を一新する貴重な機会となるものでした。
　人生のどこに興味や出会いが転がっているのかわからない
ものです。そういう意味では、就職活動は1年の時から始まっ
ているのだと思います。学生の皆さんも、積極的に実際の現
場にふれて感じ取ってみることをお勧めします。
　また、現在の大学教員の仕事についてですが、私自身、臨
床から教育に比重が変わること
に対して最初は戸惑いもありま
した。しかし、現在は日々成長し
ていく学生の姿に刺激を受けな
がら、教育に興味を感じながら
邁進している自分があります。や
はり、人生において、色々な人
との出会いと、その中に興味を
見出していくことが日々の成長
につながるのだと思っています。

感覚矯正学科　視能矯正専攻

助教　山
やま

下
した

　力
つとむ

●

就職の体験談
　私は、本学大学院修士課程を卒業し、兵庫県の病院に視能訓練士とし
て就職しました。就職先選びの条件としては、専門外来が多く臨床を通じ幅
広い知識を得ることができ、研究もできるということでした。斜視弱視、白内
障、網膜硝子体、ＬＡＳＩＫ、ロービジョンなどの専門外来があり、視能訓練士
もその専門領域に対してチーム編成があり、積極的に研究を行っているこ
とに魅力を感じました。いろいろな経験ができ、特色のある病院かつ症例数
が多い病院選びは、数年後の自分にとって必ずプラスになると思います。

現場経験を教育の場に
　いろいろな症例を経験し、経過観察を通して訓練や手術による病態変化
を感じ取ることができました。また、臨床を通じ疑問に感じたことや興味を持
ったことなどを研究することで、疾患に対する理解が増したように思います。
教科書で病態を知るというだけではなく、臨床の中で種々の検査結果を総
合的に考え、自分の目で見て学ぶことも非常に重要であることを再認識しま
した。現在の私にとっては、学生への講義にも臨床で得たことなどを盛り込
むことで、教育に生かせています。

学生の皆さんへのメッセージ
　就職試験で面接は必須項目だと思うの
ですが、緊張する学生さんは模擬面接を
するのもいいかもしれません。自分自身が
試験監督役もしてみて、相手への印象を
良くするためには、どういう返答や態度を
すればいいのか捉えることができると思い
ます。また、学外病院実習先での情報収
集や先輩との繋がりは非常に重要です。
　学生の皆さんに、何事にも能動的に取
り組み努力を尽くし、成功を掴んでもらい
たいです。私も、その手助けをしますので、
ともに頑張りましょう。

臨床栄養学科

准教授　武
たけ

政
まさ

　睦
むつ

子
こ

●

自分らしい生き方をさがして
自分で動くしかない
　大学4年生の時、病院、保健所の実習を経験し、病院栄養士に
なりたいと強く希望するようになりました。田舎育ちの私は、都会で
の満員電車通勤は性に合わず、実家のある倉敷市内の病院での
就職希望でした。当時は、インターネットもなく、就職課に張り出され
ている求人票を見て、受験していく時代でした。自分の希望する求
人票は全くと言ってありませんでした。大学時代の先輩を訪ね、求
人情報や就職活動法を教えていただきました。その時、履歴書は丁
寧に書き直接持っていく、（携帯電話がなかったので）自分宛の返
信用封筒を入れるなどのアドバイスをいただきました。今でも覚えて
いますが9月30日に4か所の病院に履歴書を持って行きました。ま
ず訪問した1か所目では「求人はありません。履歴書はお持ち帰り
ください。」と門前払いされ、緊張のためスーツが汗で滲んでいまし
た。就職活動って甘くないと実感しました。結局、履歴書が受理さ
れ採用試験に至ったのは、川崎医科大学附属病院のみでした。
専門性と人間性を磨き続ける
　川崎医科大学附属病院での臨
床経験を重ね、川崎医療短期大学、
川崎医療福祉大学へと異動し、大
学卒業後20数年にわたり川崎学
園に勤務して、たくさんの仲間（教職
員・学生）に出会いました。そして今
は、川崎愛をモットーに職場の仲間
と楽しく自己研鑚に努めています。
きらりと輝く
　自分が何をしたいか、どこへ就職し
たいかしっかりと決定することが重要
で、きらりと輝く個性を発揮しましょう。
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現場などへの就職経験がある先生方に、就職活動の体験談・苦労話、
またそれが現在どのように役立っているかなどをお伺いしました。



 

　平成22年度川崎医療福祉学会シンポジウムが、12月1日
（水）午後1時から10階大会議室で行われ、出席者は延べ
80名でした。
　第4回目にあたる今回は、「医療福祉の本質」に焦点を当て
論議を深めました。
　岡田喜篤学会長の開会の挨拶に続いて、末光茂先生、山
田了士先生、安藤正人先生、大田晋先生の4名のシンポジス
トがそれぞれの分野から見た「医療福祉の本質」について意
見発表を行いました。
　その後、コーディネーター・種村純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、「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、多くの出席者からも質
問・意見が出され、大変活気のあるシンポジウムとなりました。
　最後に学会副会長の梶谷文彦先生が閉会挨拶を述べ、シン
ポジウムは終了しました。

　本年度の学会臨時総会と第39回研究集会が、11月17日
（水）13時00分から本学10階会議室で開催されました。臨
時総会では本学会の会則改正について審議され、すべて承認
されました。総会終了後引き続いて第39回研究集会が開かれ
ました。今回の研究集会では、本学教員・大学院生による10
テーマでの発表があり、いずれも活発な質疑応答がありました。
　最後に、梶谷文彦学会副会長の挨拶があり閉会しました。

（1）ケアマネジャーによる利用者の自己決定支援の在り方　　
　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻修士課程　 
　　　出宮　由季　他1名

（2）アセスメントに基づく視覚的構造化による支援の重要性　
　　　―自閉症女児の一事例を通して―
　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻修士課程　
　　　永田　紗弥佳　他1名

（3）個別の評価に基づく構造化された指導法を用いた自閉症児支援

　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、
活況を呈しています。さらに、学会が実施する講演会の案内も

　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻修士課程　
　　　下原　亮太　他2名

（4）成人知的障がい者の健康診査及びアセスメントの現状
　　　―文献的検討を踏まえて―
　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻博士課程　
　　　金　壽子　他1名

（5）共感覚の視覚情報処理     　　　
　　　川崎医療福祉大学感覚矯正学科　　　　　　　　　
　　　山下　力　他4名

（6）外国人看護師候補生の異文化看護体験に関する研究
　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻修士課程　
　　　小野　聡子　他1名

（7）介護老人保健施設の看護者の就業実態と職務満足に関
　　する調査研究
　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻修士課程　
　　　丸山　泰子　他1名

（8）産褥期における乳房トラブル発生要因に関する研究
　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻修士課程　
　　　岡本　智佳子　他1名

（9）浸水時の姿勢が心拍数に及ぼす影響   
　　　川崎医療福祉大学健康体育学科　　　　　　　　　
　　　小野寺　昇　他5名

（10）感情労働概念についての考察　―医療秘書のケースに焦点をあてて―
　　　川崎医療福祉大学大学院医療秘書専攻修士課程　　
　　　佐藤　麻衣　他1名

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）

川崎医療福祉学会　第４回　シンポジウム開催

平成22年度　川崎医療福祉学会臨時総会　及び　第39回　研究集会開催

川崎医療福祉学会への入会案内　―卒業生・大学院生へ―

キャンパスインフォメーション
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平成22年度卒業証書・学位記授与式（案内）

平成22年度後期学友会総会・平成23年度執行委員長選挙

図書館だより

卒業アルバム発行について

平成22年度　国家試験日程

平成22年度　謝恩会日程

種　　　類
社会福祉士

　精神保健福祉士
  　助　産　婦

保　健　師
看　護　師
視能訓練士
言語聴覚士
管理栄養士
理学療法士
作業療法士
臨床工学技士

試　験　日
平成23年1月30日（日）
平成23年1月29日（土）
平成23年1月30日（日）
平成23年2月17日（木）
平成23年2月18日（金）
平成23年2月20日（日）
平成23年2月24日（木）
平成23年2月19日（土）
平成23年3月20日（日）
平成23年2月27日（日）
平成23年2月28日（月）
平成23年3月 6日（日）

合格発表日
 　

平成23年3月15日（火）

　
平成23年3月25日（金）

平成23年3月29日（火）
平成23年3月28日（月）
平成23年5月 9日（月）

　
平成23年3月31日（木）

平成23年3月28日（月）

学　　科
医療福祉学科
臨床心理学科
保健看護学科
感覚矯正学科
健康体育学科
臨床栄養学科

リハビリテーション学科
臨床工学科

医療福祉経営学科
医療秘書学科

医療福祉デザイン学科
医療情報学科

日　　時
18：30～
18：00～
18：30～
19：00～
19：30～
19：00～
19：00～
18：00～
18：30～
18：00～
19：00～
18：00～

3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）

場　　所
ホテルグランヴィア岡山
岡山プラザホテル
ホテルグランヴィア岡山
岡山全日空ホテル
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア岡山
岡山全日空ホテル
ホテルマグリット
ラヴィール岡山
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア岡山
岡山全日空ホテル

1．日　　　時：平成23年3月14日（月）　10：00～
　　　　　　　（受付8：30～9：40）
２．会　　　場：総合体育館
3．出席対象者：平成22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22年度後期学友会総会が、1月19日（水）1,847名（委
任状提出者数1,443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 岡田喜篤学長、長尾憲樹学生部
長よりご挨拶いただき、代議員会大森祐樹議長のもと進行されまし
た。今回の報告・議題は下記のとおりです。
　1．備品購入について

陸上競技部走高跳用マット、硬式野球部ピッチングマシン、
学友会室印刷機

　2．テント管理について
テントの借用方法

　3．キャンパス全面禁煙宣言のこれからについて
各団体における構内見回り、禁煙支援のため今年度予備費
より特別予算20万円の計上

　上記について説明がなされ、賛成多数により承認されました。
　また、体育会会長岩井聖文さんより、リーダーシップトレーニング
セミナー開催に先立つアンケートへの協力に対し、謝辞が述べられ
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、臨床心理学科宮﨑敦貴さんが平
成23年度学友会執行委員長に信任されました。

「学生選書ツアー2010」実施!
　本学図書館では、2010年10月23日（土）午後、岡山市内
の書店の協力を得て「学生選書ツアー」を実施しました。この企
画は、図書館に配架する図書を学生の皆さんの視点から選んでも
らうという企画です。4回目の今年は、2年生から大学院生まで
19名の参加があり、約2時間半かけて、熱心に135冊の図書を
選書し、好評のうちに終了しました。
　参加した学生の皆さんからは、以下のような感想が寄せられ、
充実した選書ツアーになったようです。書店の好意でビル内に併
設されたカフェでお茶が飲め、それも好評でした。

・本とゆっくりと向き合える有意義な時間を過ごすことができま
した。こんな本があったら、多くの学生が手にとるだろうなと、
いつもとは異なる視点で本を選ぶのは楽しかったです。　

・自分の選んだ本を多くの学生に読んでもらえたら嬉しいなと思
っています。

・これからもこの企画を続けていただき、多くの学生に参加して
ほしいと思います。 

　選書された本は、特別コーナーを設けて展示しましたが、その間
は、多くの学生さんが本を手にとって「なか見!」していました。また、
予約も多く受けま
した。展示後は、
一般図書と同じ
書架に並んでい
ますので、どうぞ、
ご利用ください。
　「学生選書ツ
アー」は、来年も
実施する予定で
すので、皆さんの
参加をお待ちして
います。

　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。
規　　格　　B4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23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
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大 学 行 事

学 会 等 開 催（予告）

2月25日～3月9日
2月25日～3月11日
3月1日

3月2日～9日

3月5日
3月14日
3月16日
3月20日～3月31日
3月21日
3月22日～25日

3月25日～31日
4月2日
4月6日

一般入試後期出願期間
センター試験利用入試後期出願期間
編入学試験（二次募集）・大学院入試

（修士2期・博士後期2期）合格発表
編入学試験（二次募集）・大学院入試

（修士2期・博士後期2期）入学手続期間
第2回保護者就職懇談会（3年次生対象）
卒業証書・学位記授与式
一般入試後期
学部・大学院）春季休業
第5回オープンキャンパス
一般入試後期・センター試験利用入
試後期入学手続期間
学部）在学生ガイダンス
入学宣誓式
大学院入学式、オリエンテーション

2月26日
2月26日

2月27日
2月27日
2月27日
3月5日
3月6日
3月12日
3月20日

〈採　用〉
平田　　愛　　庶 務 課 事 務 員（11月19日付）
草井　裕子　　学 生 課 事 務 員（12月16日付）
柏谷　真美　　中央教員秘書室事務員（1月24日付）

〈退　職〉  
出宮　明子　　中央教員秘書室主任（11月30日付）
仲井未奈美　　学 生 課 事 務 職 員（12月31日付）
苗村　ゆき　　中央教員秘書室事務員（1月11日付）

教 職 員 人 事 異 動

　この冬の寒さは例年にも増して厳しいも
のでした。また、自然災害に苦しめられた地
域の方もおられるかと存じます。心よりお見
舞を申し上げます。
　さて、平成23年1月1日から、岡山県道
路交通法施行細則（公安委員会規則）の一
部改正がありました。主な事項として、携帯
電話で通話・メールをしながらの自転車運
転、またイヤホンで音楽を聞くなど周囲の
音が聞こえにくい状態での自転車運転には、
50,000円以下の罰金が科せられます。
　本学学生の皆さんはこのような危険運転
をしていないと思いますが、時折街で見かけ
る光景です。携帯電話や携帯音楽プレーヤー
が普及し、便利な世の中になりました。しか
し、いつでもどこでも使えるものだからとい
って、TPOを弁えず使っていいというわけ
ではありません。大事故になってからでは遅
すぎます。
　もうすぐ春。楽しく新学期を迎え、新生活
を始めるためにも、日々の生活に気をつけま
しょう。

編

集

室

「おかやま夢アスリート」能力開発プログラム
岡山県言語聴覚士会第12回総会・第
11回学術集会
FIM講習会 in 倉敷
日本病態栄養学会症例研究分科会
障害児の余暇支援活動
自閉症児のための水中運動教室
平成22年度岡山県作業療法士学会

「おかやま夢アスリート」能力開発プログラム
管理栄養士国家試験

平成22年度　対外試合等の主な成績

所　属
弓　道　部

硬式野球部

水　泳　部

軟式野球部

女子ラクロス部

陸上競技部

少林寺拳法部

氏　名
水口　春菜

荻野比佐代

樋口　慶彦

齋藤真里枝

佐柳　　歩
重田　裕子

青江　圭祐

北村　　周

徳重　歩実

茅原　　徹

秋山　幸佑

萬戸　　聡
原　　拓馬
浮田　恭平
金田　大希
倉田ひとみ

橋本　真実

広田　和哉

津島　　萌

山村　里緒

平野　愛子

浅倉　　藍

鷹取　吾一

大会名・成績
•第43回中国学生弓道競技大会　　　 女子個人戦優勝
•平成22年度夏季中国四国学生テニス選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ベスト4
•中国地区大学野球二部春季リーグ戦　ベストナイン賞（三塁手）
•第86回（2010年度）日本選手権水泳競技大会　　出場
•第65回国民体育大会　　　　　　　　50m自由形4位
•ＦＩＮＡ競泳ワールドカップ東京2010　　　　　　　出場
•第62回中国五県対抗水泳競技大会　 200ｍリレー1位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　400ｍリレー2位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　50m自由形3位
•第45回中国四国学生水泳選手権大会　200m平泳ぎ3位
•第45回中国四国学生水泳選手権大会　200m自由形3位
•第45回中国四国学生水泳選手権大会　100m平泳ぎ2位
•第41回中国四国学生選手権水泳競技大会　100ｍ平泳ぎ3位
•第45回中国四国学生水泳選手権大会　200m自由形3位
•第45回中国四国学生水泳選手権大会
　　　　　　　　　100mバタフライ1位、50m自由形3位
•第41回中国四国学生選手権水泳競技大会　100ｍバタフライ2位
•西日本地区学生軟式野球春季Ⅰ部リーグ戦（優勝）　MVP賞
•西日本地区学生軟式野球春季Ⅰ部リーグ戦（優勝）
　　　　　　　　　　　　　　ベストナイン賞（捕手部門）
•西日本地区学生軟式野球秋季Ⅰ部リーグ戦　ベストナイン賞（二塁部門）
•西日本地区学生軟式野球春季Ⅰ部リーグ戦（優勝）　最優秀投手賞
•西日本地区学生軟式野球秋季Ⅰ部リーグ戦　ベストナイン賞（一塁部門）
•第33回全日本学生軟式野球選手権大会（優勝）　MVP賞
•第18回中四国ラクロスリーグ戦（優勝）　　　　　MVP賞
•日本学生陸上競技個人選手権大会　 女子100mH出場
•第64回中国五県陸上競技対抗選手権大会　女子100mH3位
•天皇賜盃第79回日本学生陸上競技対校選手権大会　女子100mH出場
•第33回中国四国学生陸上競技選手権大会　女子100mH3位
•第64回中国四国学生陸上競技対校選手権大会　男子200m1位
•天皇賜盃第79回日本学生陸上競技対校選手権大会　男子200m出場
•第64回中国四国学生陸上競技対校選手権大会　女子棒高跳3位
•第45回少林寺拳法中四国学生大会　組演武女子有段の部1位
•2010年度岡山県少林寺拳法大会　組演武女子運用法の部1位
•第45回少林寺拳法中四国学生大会　組演武女子有段の部1位
•2010年度岡山県少林寺拳法大会　組演武女子運用法の部1位
　　　　　　　　　　　　　　　　組演武一般女子二段の部１位
•2010年度岡山県少林寺拳法大会　組演武一般女子二段の部1位

•第66回国民体育大会冬季大会　　　　　　　　 出場

【個　人】

女子硬式庭球部
（K･T･C）

川崎医療福祉大学
スケートサークル

所　属
弓　道　部
サッカー部

水　泳　部

軟式野球部

バドミントン部

女子ラクロス部

女子ソフトボール部
フットサル部

大会名・成績
•平成22年度秋季岡山県内リーグ大会　　　　 女子団体Ⅰ部優勝
•2010年度岡山県学生サッカーリーグ1部　　　　　　　　　優勝
•第45回中国四国学生水泳選手権大会　　 女子200ｍリレー2位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女子400ｍリレー2位
　　　　　　　　　　　　　　　　　女子400ｍメドレーリレー2位
•第33回全日本学生軟式野球選手権大会　　　　　　　　 優勝
•西日本地区学生軟式野球春季Ⅰ部リーグ戦　　　　　　　　優勝
•中四国バドミントンリーグ戦1部　　　　　　　　　　　　　 ３位
•第18回中四国ラクロスリーグ戦　　　　　　　　　　　　 優勝
•第2回全日本学生選手権四地区予選大会 　　　　　　　準優勝
•第10回中国地区大学男女ソフトボール選手権大会　女子の部3位
•全日本大学フットサル大会2010中国地区大会　　　　　　　2位
•第58回全日本吹奏楽コンクール　　　　　　　　　　　　 銅賞
•第51回全日本吹奏楽コンクール中国大会　 金賞（中国地区代表）

【団　体】

ウインドオーケストラ
「ハートフルウインズ」

川崎医療福祉大学　〒701-0193 岡山県倉敷市松島288　TEL.086-462-1111㈹　URL http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/
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