
学園祭

研究室訪
問　リハビリ

テーショ
ン学科

企画特集
　医福大ケ

ータイフォ
トコンテス

ト

私たちの
部・サー

クル紹介

学科PR
コーナー

　医療福祉
学科

就職活動
コーナー

東日本大
震災復興

ボランテ
ィア

キャンパ
スインフ

ォメーシ
ョン

2 4

6

7

8

9

10

　11

愛ありて愛ありて
川 崎 医 福 大 ニ ュー ス　107号

川崎医療福祉大学　広報編集委員会　平成23年11月21日発行
平成23年10月8日〜9日　川崎学園祭
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　10月8日、9日、第37回川崎学園祭を開催しました。今年は、川崎学園の学生・
教職員が、今なお東日本大震災の影響に苦しんでおられる方々との「つながり」を意
識し、引き続き支援していきたい、そして、その支援が被災者の方々に一筋の希望の
光となれば、という思いを込め、「つながり」というテーマでの開催となりました。

　今年の前夜祭は去年と違い、晴天の中のステージでした。医大、医療短
大、リハビリテーション学院と準備の段階から力を合わせて頑張りましたが、反
省点も多かったです。準備しておくべき物が足りないことに本番中に気づくこと
が多々ありました。なんとか成功した前夜祭ですが、反省点が多いこともまぎれも
ない事実なので、このことをしっかり後輩に引き継ぎ、来年は今年より良いもの
をつくってもらいたいと思います。

　去年はあいにくの雨でしたが、今年は3日間とも天候に恵まれ、大きな事故も
無く学園祭を終えることができました。私は去年に引き続きパートリーダーを務めさ
せていただきました。今年は前夜祭のパネルも担当したので準備には時間がか
かりましたが、他パートの力も借りて、楽しく準備を進めることができました。3年
間学園祭実行委員を務めてきて、今年が一番思い出に残る学園祭になったと
思います。学内装飾に協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。

　今年は晴天に恵まれ、炎天下の中の警備は大変でしたが、多くの方にお越し
いただき楽しんでいただけたと思っています。そして、大きな事故も無く終えること
ができ、充実感と達成感でいっぱいです。第37回川崎学園祭を成功させること
ができたのは、学園祭実行委員全員の力と教職員の方々並びに地域の方々の
協力があってのことだと思います。学園祭にご協力いただいた皆様、本当にあり
がとうございました。

　今年の仮装行列も学園祭を盛り上げるイベントの一つとして大成功しました。
出場団体の全11チームはどの団体も個性溢れる衣装に、楽しい演技で観客を
魅了していました。初めてのパートリーダーということで不安でいっぱいでしたが、
何事もなく無事に終えることができたのは、多くの関係者の方々のおかげです。
仮装行列パートのみんな、実行委員の仲間たち、先輩方、そして出場団体の皆
様、本当に感謝しています。ありがとうございました。

　天候に恵まれた学園祭の中で、模擬店も多くの来場者の方に楽しんでいただけ
たのではないかと思います。準備段階や当日は細かい部分の注意や配慮が足りず、
多くの迷惑をかけてしまいましたが、出店団体や実行委員の仲間たちらの協力に支
えられ、３日間とも無事に成功することができました。模擬店は出店団体などの協力
があって初めて成り立つイベントであると痛感したと同時に、「つながり」の大切さを
身を持って経験した学園祭でした。心から感謝しています。ありがとうございました。

　今年の学園祭は晴天にも恵まれ、大変盛り上がったと思います。「チャリティーバザ
ー」では、今年も多くの協賛品が集まりたくさんのお客さんで賑わいました。「逢空マー
ケット」では、出店者があまり集まらず不安もありましたが、当日はとても賑わったのでよ
かったです。2年間パートリーダーを務めさせていただきましたが、本当にたくさんのことを
経験することができました。4校の親睦も深まり、協力して学園祭を成功させることができ
たので、来年もチャリティーマーケットを成功させるよう後輩に引き継ぎたいと思います。
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学園祭を終えて
　私たち、総勢９５名からなる学園祭実行委員会は、今年の１月から準備に入
り、学生課の方々や先生方のお力添えや学園祭実行委員たちの頑張りもあっ
て、第37回川崎学園祭を終えることができました。今年の学園祭は３日とも晴
天で大きな問題もなく行うことができました。今年の学園祭では３つのイベントと
もチケットが完売し４校の間で深い「つながり」を持つことができました。医福
大だけでなく医大・医療短大・リハビリテーション学院の４校と協力することで川
崎学園の学園祭として盛り上がることができました。各校の学園祭実行委員の
皆さまには大変、感謝しています。本当にありがとうございました。
　
学園祭実行委員の皆へ
　今年の学園祭実行委員は９５人でかなりの大人数でしたが、皆一丸となって
学園祭という大きな目標に向かって準備し、当日は大きな問題も無くやり遂げる
ことができました。皆のおかげで学園祭を成功できたと思っています。ついてき
てくれ本当に感謝しています。学祭実行委員のほとんどが女性ということもあり、
男の自分がトップに立つことで相談しにくいこともあっただろうし、いろいろ迷惑を
かけてしまったと思います。しか
し、皆がついてきてくれることで
誇りをもって学園祭を行うこと
ができました。本当にありがとう
ございました。学園祭を通じて
一生の仲間ができ素晴らしい
経験を積むことができました。

委員長　臨床心理学科　3年　田
た

渕
ぶち

　　陽
あきら

会　計　臨床心理学科　3年　小
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島
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総　務　医療福祉経営学科　3年　浦
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　今年は土日とも天候に恵まれ、秋晴れの中、特設ステージでイベントを行うこ
とができました。イベント時間が予定通りにいかないなどの苦労もありましたが、
イベントを成功させることができたのは、個性豊かな医福大イベントメンバーの力
や他パートメンバーの協力があってこそだと思っています。また、業者や出場者
の皆様にも一緒にイベントをつくり上げていただいたことに感謝しています。多く
の方に支えていただいたメンバーは本当に幸せ者です。ありがとうございました。

　今年度の学園イベントも、素敵な出演者の皆様、多方面の方々のご協力、当日ご来
場くださった多くのお客様により、素晴らしいものとなりました。大きな事故や問題も無く、
イベントが終了した時、とても大きな達成感を得ることができました。また今年度は、4校
の学園イベントスタッフが例年以上に素晴らしく、未熟な私は何度も何度も助けられまし
た。パートリーダーとしてのこの半年間の経験は、私の中で非常に貴重なものとなるでし
ょう。たくさんの方々に支えられた3日間でした。皆様、本当にありがとうございました。

　今年度、プロコンサートのパートリーダーを務めさせていただき、多くの経験ができまし
た。昨年の反省から、今年はすべてのスケジュールを、早め早めで進めていきました。
その結果、たくさんの方に来場していただくことができ、とてもうれしく思っています。指
示等がうまくいかず、周りの方々にご迷惑をおかけしたこともありましたが、なんとかやっ
ていくことができました。本当に感謝しております。皆さま、ありがとうございました。

　終夜祭のパートリーダーを務めさせていただき、最初は偉大な先輩方の後を引き継ぐ
ことができるか不安でした。しかし、大切な仲間と後輩のおかげで辛かった準備の日々
も乗り越えられたと思います。当日は医福大だけでなく、医大、医療短大、リハビリ学
院の４校で協力し、けがもなく大成功を収めることができました。多くの人に助けられ素
晴らしい仲間と一緒に成功できたことを誇りに思います。本当にありがとうございました。
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2011学園祭 統一テーマ「つながり」
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研究室訪問　　リハビリテーション学科

4

　古我ゼミでは、神経、呼吸、循環、消化などの生理機能を研究テーマとして扱っています。卒業研究においては、これらの生理機能を研究
するものが大半ですが、希望すれば専門外のテーマについても指導していただけます。大学院においては、主に実験動物を用いた研究が行わ
れています。私は、ラットを用いて咽喉頭に分布する神経を刺激することにより、嚥下反射と催吐反射を引き起こし、その伝達物質や神経メカ
ニズムの違いについて研究を行いました。
　私は古我ゼミに7年間もいたことになりますが、学会や旅行、卓球やボウリングのチーム対抗戦、那岐山や石鎚山などへの山登り、恒例の
飲み会などで盛り上がったことなどいろいろ思い出します。
　古我ゼミは、本学5階の生理学実習準備室を活動拠点としています。興味のある方は、お気軽にお立ち寄りください。

H23年度博士課程卒　山
やま

形
がた

　隆
りゅうぞう

造

　私の大学院の研究テーマは、脳梗塞を引き起こしたラットを用いて、脳梗塞後の運動が循環、代謝および認知機能にどのような影響を及ぼ
すかというものでした。脳梗塞のモデルになるラットの作成法を文献でいろいろ調べ、最終的にマイクロスフェアという小さい粒子を脳の血管に
入れることにより引き起こすことにしました。しかし、安定した症状を得ることに四苦八苦し、結局、修士課程の2年間、その技法の獲得に費や
してしまったことが一番の思い出です。
　運動は体に良いということは皆さんもご存知だと思いますが、過度の運動というものは、ストレスともなりかねません。身体面、認知面ともに最
大限の回復を図るために、どのように運動をすればよいのか、この研究を通じて明らかにできればと考えております。
　私自身、古我先生に半ば強制的に誘われて、フィッシングクラブとボウリング部に入部しています。どちらもいい運動になるのですが、半面、
釣果やスコアというストレスとも戦っているところです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H23年度博士課程卒　高

たか

橋
はし

　尚
ひさし

ボウリング大会研究室でのひととき

川崎学園フィッシングクラブに入会し、海釣りにも
行きました。

運動中のラットからの生体計測を学部の学生（有
時君）と行っています。

神経科学学会大会

〈略　歴〉
1986年　岡山大学大学院理学研究科修了
1986年　川崎医科大学生理学教室・助手
1993年　博士（理）取得（岡山大学）
1997年　米Michigan大学・Research Fellow
1999年　川崎医療福祉大学・助教授 
2002年　川崎医療福祉大学・教授

〈趣 味〉
　海釣り、ボウリング、山歩き、Macファン
〈専門分野・研究テーマ〉

嘔吐および悪心の中枢制御に関する研究 
嚥下機能の中枢制御に関する研究 
消化管運動の中枢制御に関する研究 
脳卒中モデル動物の運動能力に関する研究

古
こ

我
が

　知
と も

成
し げ

　教授　プロフィール

古 我 ゼ ミ



　私は「ランダムかつ関連性を持たない単語の記憶量は睡眠前後で変動するのか」という記憶を題材にしたテーマで
卒業論文を進めています。古我先生の生理学の授業で記憶について学んだのがきっかけになり、深く記憶について勉
強したかったのです。しかしデータを取るために協力していただく人数にも限りがあり、思うような結果が出ず、いろいろ
悩んでいます。臨床実習のため、半年間のブランクがありましたが、先生に助けていただきながらこれからも進めていき
たいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4年生　松

まつ

浦
うら

　理
り

乃
の

　私は「足底接地の程度が上肢の触運動知覚に与える影響」について研究をしています。椅子に腰掛けているとき、
下肢が床面にしっかり接地することが、上肢の感覚を研ぎ澄ますのに必要ではないかと考えたからです。難しいテーマを
選んでしまったと後悔していますが、最後まで深く考えていきたいと思います。

4年生　濱
はま

田
だ

　直
なお

斗
と

　卒業論文のテーマは、「酸素エアチャージャーによる高濃度酸素吸入が時間評価に及ぼす影響」についてです。酸
素カプセルや酸素エアチャージャーにより、高濃度酸素吸入すると疲労回復やリラックス効果が期待できるということを
知りました。それでは、リラックスした状態と経過時間の感じ方にはなんらかの相関があるのではないかと思い、この研究
を始めました。仮説通りいきませんが、先生にアドバイスをいただき、なんとかやっております。
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上
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あきら

　僕は、高橋先生と「自由行動下ラットの乳酸閾
いき

値
ち

と心拍閾値の相関」というテーマで研究しています。ラットの生体信号を
皮膚に埋め込んだトランスミッターを使用して、電波に変えて、それを記録しています。1年生の皆さんは、古我先生に教えて
いただいている生理学の講義や実習は難しく、理解できていないことも多いと思います。わたしもそうでした。古我ゼミに入っ
たことをきっかけに、生理学的な研究を行い、その知識をより一層深めたいと思っています。他の研究と違い、動物が相手な
のでうまくいかないことが多いですが、高橋先生が優しく指導して下さるのが唯一の救いです。　　　4年生　有

あり

時
とき

　由
よし

晋
のぶ

　「血糖値の上昇が及ぼす思考力と気分の変化」というテーマで卒業論文に取り組んでいます。リハビリテーションを
行う上で、患者さんが少しでもより良い状態で作業を行うことができればいいと思い、このテーマについて研究しようと考
えました。ゼミ生はみんな仲が良く、困った時はお互いに意見を交わし合い、楽しく研究に取り組んでいます。

3年生　西
にし

尾
お

　優
ゆう

也
や

　私は、集中しなければ行えない作業と、気楽な作業を行わせ、外的刺激に対する反応時間を比べてみました。作業
の内容や集中度が異なれば、危険からの防御反応やその他の外的刺激に対する反応時間も異なるのではないかと考
えたからです。研究を行ってみて、データの取り方やデータ処理、研究を行うまでの工程でたくさん苦戦しましたが、古
我先生をはじめ、たくさんの被験者の方々や、ゼミの仲間たちの大きな協力に助けられ、何とか進んでいます。

3年生　山
やま

畑
はた

　美
み

佳
か

　我々の研究テーマは、「オリエンテーションの有無が動揺性視覚刺激により誘発された自律神経反応に及ぼす影響
について」というものです。私たちは、先生が長年取り組んでおられる「悪心や嘔吐」に関する研究を進めたいと思い
ました。悪心というのは気分が悪くなることですが、倫理的にも許される悪心の状態をどのようにして作り出すのか、いろ
いろ工夫しました。最終的には、自転車に乗りながら、さまざまなシーンを中庄近辺で撮影し、それを編集してビデオを作
成しました。この手ぶれビデオを注視すると本当に気持ち悪くなります。このビデオの中身についての2つの異なったオ
リエンテーションが、ビデオ視聴中の自律神経反応にどのように影響するのかを検討しています。将来我々が希望して
いる作業療法士にとって、オリエンテーションというのは患者さんの治療方針を決定する上で、非常に大切なものだと思
います。この研究を通していろいろ学んでいきたいと思っています。

（上）3年生　種
たね
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ひろ

樹
き

・（下）3年生　杉
すぎ

山
やま

　翔
しょう

太
た

　テーマは「自由行動下の多発性脳梗塞ラットの心拍閾値の変動について」です。私は、以前から呼吸器や循環器
の生理学に興味があり、古我ゼミに入ったら動物実験に参加したいと思っていました。そこで古我先生にこのテーマを
すすめていただき、高橋先生に指導していただきながら実験を進めております。ゼミは皆さんそれぞれ個性があり、とても
楽しいです。実験には今まで使ったことがないような機器や言葉などを使用するのでとまどうことが多いですが、先生は
丁寧に指導して下さるので、とても充実しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年生　末

すえ

吉
よし

　徹
とおる
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教員とゼミの学生による対談

　驚かれる方もいるかもしれないが、リハビリテーション学科では、まず学部生が研究テーマを調べ、選び、そし
て考えてくる。上記の学部学生のテーマは、一部を除き、彼らが原型を考えたものである。当初、私はこのシス
テムにとまどったが、いまでは「おもしろいかもしれないね。まあやってみたら！」と無責任に言い放つ。彼らは、
ヒントや方針さえ与えれば、図書館で情報を集め、仲間を集めて研究し、未熟ではあるが一つの形にしている。
　卒業研究がこれでよいのかどうかは分からない。私自身、作業療法士ではないので、彼らの実際の臨床場
面はよくわからない。しかし、聞くところによると、どのような作業をしてもらうのかを決定し、どのような自助具を使
うのか考え、さらにはそれらの機器の開発なども行う場合もあるらしい。つまり、自ら問題を解決する経験は、作
業療法士を志す学生にとって、必ず役に立つ場面がくるのだろうと信じている。

　この原稿を依頼され、ゼミ生に簡単な紹介記事をお願いした。一両日中に、数百字に及ぶ記事が次々にメールで届いた。し
かし、紙面のことを考え、大幅に割愛させていただいたことをお詫びしたい。また、この紹介記事をきっかけにして、忙しさにかま
けて学生と一緒に実験をしてこなかったことにあらためて気がついた。昔に比べ、インターネットやソフトウエアの進歩で、研究指
導は実に表面的に終わってしまっている。やはり、ネットではなく、「人と人との繋がり」を大切にして、研究したいものである。

リハビリ
テーショ

ン学科

古
こ 我

が 　知
とも 成

しげ



学長賞
「まさかさかさま」

臨床心理学科　１年　三宅 里穂
撮影場所：２階女子ロッカー付近の階段

み　やけ　　り　　ほ

金 賞
「燃える青春」

医療情報学科　3年　中川 夢太
撮影場所：インフォメーションホール

銅 賞
「みつけた」

医療福祉デザイン学科　１年　安藤　舞
撮影場所：高島屋売店

銅 賞
「色をなくした教室」

医療福祉デザイン学科　１年　守屋 駿  
撮影場所：4603教室

銀 賞
「桜」

健康体育学科　3年　仁科 信雄
撮影場所：屋外

　応募総数32点の写真の中から、広報編集委員会での投票により、5点が
優秀作品に選ばれました。また、学長賞については、10月12日（水）に授
賞式を行いました。学長賞を受賞された三宅里穂さんに、岡田学長より表彰状
が授与され、また広報編集委員会より副賞として図書券が贈呈されました。

なか がわ　　ゆうた

にしな　　のぶ お

あんどう　まい もり や　しゅん

企画特集　医福大ケータイフォトコンテスト
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　「愛ありて―川崎医福大ニュース―」105号・106号内で、カメラ機能付携帯電話
で撮影した、本学での学生生活の一瞬を切り取った写真を募集しました。その応募の
中から優秀作品を、作品の説明と受賞しての喜びのコメントとあわせてご紹介します。

私たちの部・サークル紹介

弓　道　部　医療福祉学科　３年　蒲
が

生
もう

  啓
けい

介
すけ

音楽サークルJAM　医療福祉経営学科　3年　柏
かし

原
はら

  涼
りょう

太
た

　私たち、音楽サークルJAMはバンド活動やユニット・弾き語
りなど多様なスタンスで活動しています。学内では、毎月1回ほ
ど定期ライブをしています。このライブには弾き語りやギターボー
カル・キーボードユニットなどでバンド形式以外でのライブを行っ
ています。昼休みに医療福祉大学体育館前で行っていますの
で、音楽が聞こえてきたらぜひ見に来てください。
　また、春学期には福文祭、秋学期には学園祭でライブを行っ
ています。これにはさきの弾き語り・ユニットはもちろん出演しま
すが、バンド形式でのライブも行っています。学外では、ライブ
ハウスで企画ライブを定期的に行うなど、積極的に活動してい
ます。
　そして、初心者に対して丁寧な指導を心がけており、全く楽
器を触ったことのない人でも入学してから半年ほどで学園祭など
のステージで演奏すること
ができます。
　ぜひ私たちと一緒に音楽
を通して上達する達成感を
分かち合いませんか？興味
のある方はまず、ライブ等を
見てみてください。

自己統制音楽サークルの魅力

　弓道部は大学内の川崎学園弓道場で活動しています。練
習は毎週火曜木曜の16：30〜20：00と、土曜の10：00〜
15：00で、それ以外の時間で自主練習を行っています。県内、
中四国、全国などの試合や、段級審査に向けて本気で、そし
て楽しく活動しています。
　部員は全国大会出場者や県代表選手といった経験者から、
大学から弓道を始めた初心者まで様々です。弓道というと少し
敷居が高く、難しそうなイメージがあるかもしれませんが、部員の
半分は大学から弓道を始めており、努力を重ね、現在レギュラ
ーとして活躍している初心者部員もいます。
　弓道はただ的に中てるだけではなく、射型の美しさも大切で
す。題名にも書いたように的中のみにとらわれず、自分の弱い
心に打ち勝てるよう「自己統制」を合言葉に日々練習に取り組
んでいます。
　また、試合や審査だけでなく、夏合宿や成人の部員のみが
参加できる三十三間堂射会など楽
しいイベントも多く、たくさんの思い
出をつくることができる部活です。
少しでも多くの結果を残せるよう、
これまで同様本気で、そして楽しく
弓道に取り組んでいきたいと思いま
す。これからも弓道部をよろしくお
願いいたします。

入部は
いつでも
大歓迎！

本誌マスコットキャラクター
「かわふっくー」



学科PRコーナー　　医療福祉学科
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心豊かなソーシャルワーカーの育成を目指して
　医療、保健、福祉の現場では、援助を必要とする障害者やお年寄りたちがたくさんいます。医療福祉
学科では、そうした人たちの生活上で発生するさまざまな問題を解決するため、対人援助サービスが展
開できる社会福祉の専門職（ソーシャルワーカー）を養成しています。講義だけでなく、演習や現場実
習を通して実践力を養っています。本学科の学びの特色などを、写真を交えてご紹介します。

　　　本学科では1年次からゼミの「入門版」ともいえる
基礎ゼミを実施しています。大学生活の過ごし方や学び方
などについて少人数で討論しながら学習し、自主性、判断
力、思考力を身につけてもらうのが狙いです。時には学外に
出て、美術館や動物園などで学ぶ楽しさを実感してもらうこ
とも。

　　　社会福祉士、精神保健福祉士の国家試験合格率
は、全国平均を大きく上回っています。模擬試験や講座な
ど国試対策には力を入れています。

　　　医療福祉の領域は幅広く、専門科目も多岐にわた
っています。このため、2年次からは学生が自らの目標に沿
って学習しやすいように、主に4つのコース（社会福祉士、
精神保健福祉士、医療ソーシャルワーカー、教員養成など）
を設定し、それぞれの進路に合わせた履修モデルを提案し
ています。

　　　講義形式の授業で学んだ知識を前提に、現場で必
要とされる相談援助の実践力を養う演習や実習を重視して
います。
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就職活動コーナー
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　本年度すなわち2011年度卒（現4年次生）の就職活動は、歴史的な円高や経済活動の低迷で依然
厳しい状況にある。しかし、本学の4年次生の10月1日の内定状況は24.1％（昨年度25.6％）と例
年並みのレベルを維持しているので就職率は97%（昨年度97.7%）を超えることが期待できる。
　2012年度卒の就職活動はいくつかの課題が指摘されており、本学の学生にかかわると想定される
課題をいくつか取り上げてみたい。

1　倫理憲章の変更点について
　日本経済団体連合会は1997年、新卒採用を行う企業に対し責任と秩序ある採用活動をもとめた「採用選考に関する企業
の倫理憲章」を策定、毎年必要に応じて見直しを行って公表しており、2011年3月15日、新しい「倫理憲章」を発表した。
⑴　採用選考活動早期開始の自粛
　　　～広報活動の開始は12月1日以降、選考活動の開始は4月1日以降～
　　採用活動の早期化による長期化に歯止めをかけることを目的とし、広報活動及び選考活動の開始日を明記した。
⑵　多様な選考機会の提供
　　　～海外留学生や未就職卒業生への対応を～

　学生が安心して留学し、自国に戻りその能力を発揮するために、帰国後の選考機会の提供、採用枠の確保など柔軟な
対応が求められる。また既卒者の対応は2010年11月に厚生労働省が発表した「青少年雇用機会確保指針」において、
卒業後3年は新卒扱いとして就職活動を継続するよう要請された。
⑶　インターンシップの在り方
　　　～広報活動の一環としてのインターンシップから就業体験としてのインターンシップへ～

　広報活動、選考活動とは一切関係ないことを明示した。企業が一定期間、学生を受け入れる就業体験プログラムで、イ
ンターンシップで得た個人情報は採用選考に利用しない。

2　卒業後3年以内の既卒者対応について
　厚生労働省は既卒者の拡大を図る目的で「青少年雇用機会確保指針」を改定し、新卒者
の採用枠に、卒業後少なくとも3年間は応募できるようにした。
　全国のハローワークの支援で、昨年度の未就職者学生約7.5万人のうち、1.9万人もの学
生が、今夏までに実施された次年度採用（今年4〜6月末時点）で就職を決めている。

3　新しい就職活動ツールについて
　就活学生はWEB上でくまなく情報を収集し、企業からの通知にいち早く反応できるようにしている。採用ホームページでセミ
ナー情報を閲覧するだけでなく、採用担当者のブログ、その企業で働く社員のつぶやき、就活仲間の口コミ情報など、WEB上
には就職活動に必要なあらゆる情報が蓄積されており、必要な情報を取捨選択する。
⑴　スマホ就活

　現在の就職活動を支えるツールのひとつとしてスマートフォンがあげられる。家に帰らなくて
もその場で企業説明会や面接、選考の予約を入れることができる、会社の場所までのナビ
として使用できる、リアルタイムで就職にかかわる情報収集ができるなど活用範囲は広い。
⑵　交流サイト（SNS）の活用

　発信した内容がリアルタイムで表示されるため、情報交換が非常に迅速でその情報は利
用者同士の中にとどまらず、彼らの繋がりをとおして拡散していく。これらの利便性を生かし
自社のPRや個別企業セミナーの案内などを行う企業も増えてきている。
　何が何でもスマホ就活ではなくて、多くの情報の中から本当に自分に必要な情報を選択
し活用する能力（情報リテラシー）が大切になってくる。

4　学生版「ジョブカード」の導入について
　政府は来年度から学生向けジョブカードを導入する。学生の就職活動に役立つツールを準備することで、就職を支援する。
　学生はハローワークでキャリアコンサルタントと話をしながら、自分の職業能力などを整理して作成する。具体的には、大学で
学んだ項目や卒業論文のテーマ、実習経験やサークル活動などで学んだことを記載する。中堅・中小企業は学生の採用ノウ
ハウに乏しく、学生も中堅・中小企業に自分の特長を売り込みづらいという問題が生じていたが、ジョブカードの活用で学生が
中堅・中小企業に就職しやすくなる利点がある。

2012年度卒（現3年次生）の就職活動の課題

就職支援センター



　平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、未曾有の大規模災害となった。この3日後の卒業式当日、ボランティアセン
ターを中心として、募金活動が始められた。さらに、協助会、卒業生寄付金など合わせ、義援金総額は2,255,860円にのぼり、
200万円余りを日本赤十字社およびAMDAを介して被災地に送った。
　新学期が始まってから、学生から復興ボランティアに参加したいという訴えが続いた。しかし、当時被災地では余震が続き、
二次災害の危険性や放射能汚染など問題があり、大学としてのボランティア派遣には慎重であるべきとの意見が多かった。それ
でも参加したかった学生は、教会や社会福祉協議会主催のボランティアバスで被災地に向かった。このコラムでは、東日本大震
災復興ボランティアへの我が大学のこれまでの取り組みを振り返ってみたいと思う。

災害ボランティアチーム結成
　平成23年5月、臨床工学科3年の石川君から、災害時に復旧活動を
専門としたチームを結成したいとボランティアセンターに申し出があった。学
科の枠を超えた39名からなるメンバー構成であった。これを受けて、大学と
しての対応が求められ、まず彼をリーダーとする先遣隊を結成し、岡山県社
会福祉協議会主催ボランティアに参加することになった。

東日本大震災被災者支援ボランティア活動支援金の設立
　岡田学長の発案で、震災復興ボランティアに参加する学生の経済的負
担を支援するカンパ基金を、教職員に呼びかけ募集することになった。各学
科、事務部および学長をはじめとする個人寄付など、総額490,491円（10
月18日現在）に達しており、すでに後述のボランティア支援金として使用さ
せていただいている。

岡山県社会福祉協議会災害ボランティアチーム（先遣隊）
　平成23年6月20日〜25日、岡山県
社会福祉協議会主催ボランティアに学生
3名、健康体育学科の西本先生と私が
参加し、宮城県東松島市と石巻市にて、
側溝の清掃活動を行った。活動日は気温
がかなり上昇し、写真（左）のような装備
で作業に向かったが、熱中症で倒れる人
も出た。また6月23日早朝には、緊急地
震速報を伴う震度5弱の余震も経験した。
また、教員2名は、復興ボランティアの拠

点となる各ボランティアセンターの現状や東北の大学の復興支援活動状況
の視察のため、岩手県滝沢村から仙台空港まで車で移動した。

震災ボランティア説明会開催
　夏休み期間中の震災復興ボランティアを希望する学生のため、説明会を
7月27日に開催した。希望者は105名にのぼったが、派遣枠は28名しか
なく、くじ引きでのメンバーの決定を強いられた。特筆すべきは、派遣まで1
カ月余り期間があったにもかかわらず、選抜された28名は、一人たりとも欠
落することはなかったことである。

岡山県社会福祉協議会災害ボランティアチーム
　岡山県社会福祉協議会から県下の大学生10名枠のボランティア募集
があり、本学から6名応募し、2名の参加が認められた。平成23年8月
22日〜26日に宮城県宮城郡七ヶ浜町で側溝や住宅の清掃活動を行った。

大学コンソーシアム岡山ボランティアプロジェクト
　大学コンソーシアム岡山から岩手県で
のボランティア活動の募集があり、我が
大学から18名応募したところ、6名が認
められた。平成23年8月24日〜28日の
期間、岩手県大槌町に派遣された。桜
よりも早く咲く「菜の花」を植えることで、
一日も早く元気を与えられるように…、とい
う思いを込めた「菜の花プロジェクト」が
展開された。河川敷で細かいがれきの撤

去作業を行ったり、現地の方から地震発生時の状況を聞いたりするなど、
被災者との交流を図った。また県下の大学
生30数名が参加したこのプロジェクトにより、
大学生同士の交流もできたことは意義深い。

AMDA合同ボランティアチーム
　全国の看護学生に看護師業務補助業務
がAMDAから要請された。これを受けて平
成23年8月28日〜9月10日の期 間、保
健看護学科学生10名が交代で宮城県南
三陸町志津川病院の仮設診療所と志津川
病院入院病棟に向かった。

いわてGINGA-NETプロジェクト
　岩手県立大学とNPO法人が協
同して、「いわてGINGA-NETプロ
ジェクト」を立ち上げた。このプロジ
ェクトは、岩手県南部沿岸地域に
アクセスのよい住田町を宿泊拠点と
して、夏休み期間中、大学生なら
ではのアイデアでボランティア活動
を推進しようという取り組みである。
結果的に、約2カ月間で146大学
から1,086名の学生が参加したそ
うである。このプロジェクトについて
は、早期に岩手県立大学とコンタ
クトをとっており、20名の参加枠を
確保できた。保健看護学科の細
川先生と医療福祉学科の福島先
生が、引率として参加したいと手を
挙げてくれた。学生がどのようなボ
ランティアを行い、どのような経験を
し、何を感じたのか、たくさんコメン
トを寄せてくれたが、紙面の都合で
割愛させていただいた。

ボランティア派遣の目的と意義
　西本先生と私は、岩手県立大学から遠野市ボランティアセンターを視察
し、さらに岩手県釜石市から宮城県名取市まで、車で移動できる沿岸地域
を見て回った。当時すでに3カ月以上経過していたのにもかかわらず、あま
りにひどい現状に絶句した。これら地区では、住民の車はほとんど通らず、
自衛隊と警察の車両だけが行き来していた。テレビや雑誌で何度も見せら
れ、聞かされていた情報は間違いではない。しかし、自分の目で被災地を見

て、現地の人と対話し、現地のにお
いを嗅ぐと、岡山にいた時とまた違っ
た感情が湧き上がってくる。
　東松島市大曲地区では、住宅は
かなり復旧されていたが、倒れた墓
地や、側溝にたまっていたヘドロから、
被害の大きさが想像できた。この住
宅地から一転、たんぼを隔てた海岸
に近い地区では、住宅は全壊してお

り、ボランティアすら入れない状態であった。ボランティア初日、ホテルのロ
ビーで学生たちと深夜まで一日の出来事について振り返った。あの夜、彼ら
の眼光は鋭く、なにか大切なものを見いだしたように見えたのは間違いない。
　ボランティアに行ってきた学生は価値観が変わるとよく聞く。彼らは、「救
いを求める人に、なにかできることはないだろうか」と考えはじめ、その悲しみ
や怒りに共感し、行動する。特に「いわてGINGA-NETプロジェクト」にお
いては、個々のニーズに対応する “個別性” や、緊急時でも俊敏に対応し
なければならない “柔軟性” も学んだに違いない。さらに、これらのボランテ
ィア活動は、他の人をおもいやり、自然を慈しむ心も育つといった大きな教
育効果もあるといわれている。
　このような日常の講義では得られない感情の変化や、生きる価値の発見
など、今後も多くの学生に体験してほしい。しかし、東北はあまりにも遠く、
経済的にもかなりの負担となる。「ボランティアなんだから、自前で行くのは
当然だ」などという人がいるが、それはあまりにも無責任であろう。本学では、
学長をはじめ多くの先生方から、「東日本大震災支援ボランティアに参加し
たい学生に対して、交通費や宿泊費など経済的に支援してあげなさい」と
のありがたい言葉をいただいた。さらに、協助会の予備費をボランティア学
生の支援に使わせていただくことも快く了承していただいた。これらのバック
アップがあったからこそ、夏休み期間に多くの学生を送り出せた。心から感
謝したい。

「菜の花プロジェクト」で花壇を
整備する大学生たち

南三陸町志津川病院の仮設診
療所

大学が用意したバスで岩手に出発した。
出発時には多くの教職員に見送りに来て
いただいた。2名の運転手が交代で運転
し、約16時間かかった。

200名を超える学生が体育館と公民館
で一緒に寝泊まりし、明日のボランティ
アについて話し合った。

川崎医療福祉大学・ボランティアセンター長　古
こ

我
が

　知
とも

成
しげ

東日本大震災復興ボランティアへの我が大学の取り組み
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先遣隊：左から小野君、久末君、
西本先生とリーダーの石川君。

側溝にたまったヘドロをかき出した。



2011年度　第1回～第４回　オープンキャンパス開催

平成23年度　大 学 公 開 講 座 開 催

　2011年度のオープンキャンパスは5回開催しますが、2012年度入試志願者を
対象の開催は4回目をもって終了しました。その日程及び内容等は次のとおりです。

　今年度のオープンキャンパスは、毎回天候にも恵まれ、昨年度同様に大勢の方々に参加いただきました。
　学科ごとの企画として実施しました「学科説明・実習室見学」では、教員や先輩に勉強の内容や学生生活の様子を聞いたり、専門的
な器具・用具が整っている実習室を見学したりと、学科についての理解を深めた様子でした。
　第1〜3回で実施した各学科・専攻での「ミニ講義｣ も多くの方々が聴講し、専門分野に関する講義に、一足先に大学生気分を味わ
っていました。
　なお、第2回目では岡田学長から「共生への願い」というテーマで、東日本大震災にも触れながら、本学の目指す職業人像や医療・
教育・福祉を通じて共生社会の実現に貢献すべきことを再認識するという内容の講話があり、参加者は熱心に聴き入り感銘を受けていま
した。
　第4回オープンキャンパスは、学園祭と同時開催のため、第1〜3回とは違い、多くの地域住民の
方や在学生・教職員などで賑わう中での開催で、大学の雰囲気を十分味わっていただけた2日間でした。
　さらに、毎年好評の本学実習病院である「川崎医科大学附属病院見学ツアー」は、附属病院各
部署のスタッフの全面的なご協力により実現したもので、日頃は見ることのできない病院内の施設・設
備を分かりやすい説明で見学することができ、参加者の皆さんには大変満足してもらうことができました。
　第5回は、高校1・2年生を対象に3月に開催します。
　来年度は、さらに開催時期・内容・告知の方法などを十分に検討して、今年度以上に満足していた
だけるようなオープンキャンパスの実施を目指していきたいと思っております。

　平成23年10月29日（土）、平成23年度大学公開講座を開催しました。
　今年度の大学公開講座は、「災害列島　我々は何をなすべきか！ 東日本大震災の教訓」というテーマで実施しました。公開講座委員
長の金光義弘教授がコーディネーターを務め、震災の事実を確認しつつ、被災地を訪れた方々の報告を聞き、「災害列島」に暮らす私た
ちが、これからなすべきことは何かについて考える機会となりました。
　第1部では、医療福祉デザイン学科の大戸寛教授から、今回起こった地震と津波について、映像と具体的な数値を示しながら報告が
なされました。
　第2部では、ボランティアセンター副センター長の西本哲也講師から、本学学生の支援ボランティアとしての活動内容について報告が
なされ、今後のボランティアセンターの災害支援には、県内他大学との連携が重要であると提言されました。続いて臨床栄養学科の寺本
房子教授からは、被災地の方々への栄養指導、炊き出し等の活動報告とともに、支援物資の分配方法や活用法の課題について指摘が
なされました。第2部の最後に、川崎医科大学精神科学の村上伸治講師からは、現地での保健師や医師の活動報告がなされ、防災意
識とともに被災された方々の心を理解することの大切さについて提言をいただきました。
　第3部では、まず倉敷市防災危機管理室主幹の大本進氏より、今回の震災後、倉敷市が行った支援活動の解説と今後実際に倉敷
市で同様の地震や津波が起こった際の対応策について教示いただきました。また、倉敷市緊急情報提供無線システムの整備体制にもふ
れ、人の手を介することなく自動的に拡声塔と緊急告知ＦＭラジオから、津波等の警報が
伝達される仕組みについても紹介していただきました。次に、副学長の石井鐐二教授より、
本学の災害に対する備えについて説明がなされ、災害時には、地域住民の安全確保の
ための避難場所としてグラウンドと総合体育館が指定されていることが報告されました。
　今回の大学公開講座を終えて、東日本大震災という未曽有の大災害について、今まで
メディアから得られていた情報に加えて、様々な側面からの知識を得、理解を深めることが
できました。
　今後もこうした機会を通じて、様々な形で本学から地域社会へ情報を発信し、災害時の
被災者に対する支援体制の整備を図るとともに、我々自身に課せられた課題の解決に向
けて取り組みを継続していく予定です。

実習室見学
（リハビリテーション学科）

実習室見学
（保健看護学科）

ミニ講義
（健康体育学科）

附属病院見学ツアー

学食無料体験

開催日程

参加者数

開催内容

第１回
6/19（日）
736人

•入試概要説明

学科ごとの企画
•学科説明
•実習室見学
•ミニ講義
その他
•部活見学
•入試､就職､編入学等相談
学食体験（無料）
無料ドリンク、かき氷（第２、３回のみ）
学内施設・設備見学ツアー
附属病院見学ツアー：参加者は３回で延べ595名

第2回
8/7（日）
1,613人

•学長講話
•入試概要説明
学科ごとの企画
•学科説明
•実習室見学
•ミニ講義
その他
•部活見学
•入試､就職､編入学等相談

第3回
9/11（日）
550人

•入試概要説明

学科ごとの企画
•学科説明
•実習室見学
•ミニ講義
その他
•部活見学
•入試､就職､編入学等相談

第4回
10/8（土）･9（日）

385人

学科ごとの企画
•学科説明
•実習室見学

その他
•入試等相談

学園祭と同時開催

キャンパスインフォメーション
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図 書 館 だ よ り

キャンパスインフォメーション

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/

新 任 教 員 の 紹 介

　2011年も残すところあと1カ月となりました
が、振り返ってみると本当に様々な出来事があり
ました。東日本大震災以降、学園祭統一テーマで
もあった「つながり」について深く考えた1年では
なかったかと思います。今回の号は人と人との絆
について改めて考えさせられる特集内容になりま
した。

　また、今年は、なにげない日常生活
のありがたみを感じた方も多かった
のではないでしょうか。学生の皆さん
は今しかない本学での学生生活の中
で、様々な経験や、人との絆を大切に
してください。体調などに気をつけ、
元気に新しい年を迎えましょう。

編

集

室

　秋も深まり、読書に最適の季節になりました。学生の皆さんは、日頃、どのくらい図書館を利用し
ていますか。図書館は、本館棟の2階にあり利用しやすい位置にありますので、1日1回とはいわ
ず、何回でも入ってください。
　図書館からのお知らせは下記の3つです。

　　秋学期も10月中旬から情報検索講習会を開催しています。
　講習データベースは、「医中誌WEB」「MAGAZINEPLUS」「PubMed」「PsycINFO」です。
これからレポートや卒論を書く時、そのテーマを扱った論文が見つからない場合は、この情報検索を
行えば、適切な論文を見つけることができますので、ぜひ参加してください。ちなみに、基本的な論
文の書き方に関する本は、書架の「816.5」に分類されています。

　　今年で5回目の「学生選書ツアー」を11月に行いました。
　「学生選書ツアー」とは、「図書館にあったらいいなと思う本を、学生の皆さんが図書館員と一緒
に書店へ選びに行き、選んだ本が図書館に配架される」という企画です。自分で買うにはちょっと
高すぎて買えない本を、実際に書店で手に取りながら選ぶことができます。今年の「学生選書ツア
ー」はもう終わってしまいましたが、毎年続けていく予定です。次回の参加をお待ちしています。

　　図書館ポスターで栞
しおり

をつくりました！
　医福大図書館では、毎年、「図書館ポスターコンテスト」を開催
していますが、入賞したポスターで栞をつくっています。今年、ポス
ターから栞をデザインしたのは、コンテストで優秀賞を受賞した医療
福祉デザイン学科の高田依理さん（3年生）です。ポスターのデザ
インを生かしつつ、まったく別の趣を感じさせる栞は、4枚1セットで
2種類つくりました。1セットずつ透明の袋に入っています。また、裏
面には、学部の紹介、図書館の利用案内が印刷されており、本学
の広報も兼ねています。作成した栞は、オープンキャンパスなどで
配布しています。

〈配置換〉
梶浦　宏恵
清水　　薫
小賀　功子

〈新　任〉
寺岡　幸子
塚本　紘美
柳川　雅美
杉浦　絹子
前川　直子

〈退　職〉
猪熊　愛子
大野真利恵
中杉久美子
平田　　愛

教 職 員 人 事 異 動

新
庶務課事務職員
総務部人事課事務職員
附属病院医療資料部事務職員

保健看護学科准教授
保健看護学科看護実習助手
就職課事務職員
保健看護学科教授
就職課事務員

川崎医療福祉資料館事務員
庶務課中央教員秘書室事務職員
庶務課中央教員秘書室事務員
庶務課事務員

旧
医科大学事務部学務課中央教員秘書室（9月1日付）
川崎医療福祉資料館事務職員（9月1日付）
就職課事務職員　　　　　（10月1日付）

（7月1日付）
（7月1日付）
（8月1日付）
（9月1日付）

（9月26日付）

（6月30日付）
（7月31日付）
（7月31日付）
（9月30日付）

大 学 行 事

学 会 等 開 催〔予 告〕

12月4日
12月23日〜1月9日
12月24日〜28日
1月10日
1月13日〜14日
1月30日
1月31日
2月1日
2月2日〜8日
2月3日
2月6日〜17日
2月22日

11月21日
11月25日
11月26日
11月28日
12月5日
12月11日
12月12日
12月17日
12月17日
12月19日
1月14日〜15日
1月16日
1月21日
1月21日
1月21日
1月23日
1月28日
1月29日
1月30日
2月4日
2月4日
2月6日
2月10日
2月12日
2月17日
2月18日
2月19日
2月26日

推薦入試
学部・大学院）冬期休業
学部）集中講義
学部・大学院）授業開始
全学休講（センター試験関係）
学部・大学院）秋学期授業終了
全学休講（学部入試前日）
全学休講（学部入試当日）
大学院）秋学期定期試験
学部）秋学期授業終了
学部）秋学期定期試験
編入学試験（二次募集）・
大学院入試（修士2期・博士後期2期）

自閉症特別講座
セミナーＡ（自閉症勉強会）
教養講座
自閉症特別講座
自閉症特別講座
健康運動実践指導者認定試験
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
介護予防運動指導員養成実習
自閉症特別講座
大学入試センター試験
自閉症特別講座
診療情報管理士模擬試験
介護予防運動指導員養成実習
岡山県言語聴覚士会研修
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
社会福祉士及び介護福祉士国家試験
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
秘書検定
自閉症特別講座
保護者向け自閉症勉強会
診療情報管理士認定試験
セミナーＡ（自閉症勉強会）
障害者水泳教室
視覚障害を考える会研修会
簿記検定

保健看護学科　教授　杉
すぎ

浦
うら

　絹
きぬ

子
こ

　この度、保健看護学科教授として着任いたしました。助産学・母性看護学を
担当いたします。近年国内外で高まる助産師・看護師への期待・ニーズに応え
るべく、質の高い助産・看護基礎教育、卒後教育を提供していくことに全力で取
り組む所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

保健看護学科　准教授　寺
てら

岡
おか

　幸
さち

子
こ

　広島県出身です。生まれて初めて広島の地を離れて7月に広島大学から参りました。担当は、
看護管理、がん看護、成人急性期看護実習です。文化の薫りが高く、奥深い歴史を持つ風光
明媚な倉敷の地と教育環境の整った医療福祉大学で新しい出会いをいただきました。諸先生方
のご支援をいただきながら、臨床看護師や保健学科教員として培った経験や学びを活用して、学
生たちと共により高嶺を目指して歩んで参りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
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