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学園祭
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　今年の前夜祭は天候に恵まれ、無事に終えることができました。パネル作成
では去年に比べてとても早く完成させることができ、余裕をもって準備することが
できました。当日は去年の経験者が実習で抜け、本番の人手不足が不安でした
が、医福大ほか3校、出場者の方 を々はじめ、本番と準備期間にも多くの方が
協力してくださったおかげで何とか本番までに間に合い、成功させることができま
した。本当にありがとうございました。

　今年はメンバーが一新し、昨年の学園祭を経験したのは私だけという中、不
安でいっぱいでしたが、夏休みに準備を進め、無事学園祭を終えることができま
した。アーチの設置に時間がかかるなどの反省点は多くありましたが、来年度も
パートリーダーを務めさせていただくので、今年の反省点を改善し、来年はより良
いものにしたいと思います。他パートをはじめ、多くの方々のおかげで成功させる
ことができました。ありがとうございました。

　今年の学園祭も晴天に恵まれ、大きな事故もなく多くの方に楽しんでいただ
き、達成感でいっぱいです。しかし、警備の人数が足らないなど反省点もありま
した。第38回川崎学園祭を成功させることができたのは、学園祭実行委員み
んな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10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。今年は、例年以上の観客の方にご覧いただくことができ、うれしく思います。
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、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のおかげです。本当にありがとうございました。

　今年は強風に悩まされた時もありましたが、模擬店も多くの来場者の方に足を運んで
いただくことができました。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。今年度パートリーダーを務めさせていただき、十分
に責任を果たすことができなかった反省はあるものの、仲間たちの協力なしには成し遂
げられなかった達成感でいっぱいです。心より感謝しています。ありがとうございました。

　今年も学園祭は晴天に恵まれ、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、今年もあまり出店者が集まらなかったのですが、当日は
とても賑わったのでよかったです。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、大切な仲間と後輩のおかげで何とかやり遂げることができました。
４校が協力することで親睦も深まり、学園祭の成功にもつながったと思います。
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前 夜 祭

学内装飾

警　　備

仮装行列

模 擬 店

チャリティーマーケット

　10月6日、7日、第38回川崎学園祭を開催しました。東日本大震災から1年半
がたち、被災地の復興は確実に進んでいます。しかし、時がたつにつれ、国内の復
興ムードは弱まりつつあるように感じます。この震災での経験を風化させることなく、
次につなげていきたい。そして、次の一歩を踏み出そうという活力に溢れた学園祭
にしたいという思いから、今年は「NEXT」というテーマでの開催となりました。
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2012　学園祭　統一テーマ　「NEXT」

学園祭を終えて
　私たち、総勢７７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
38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日間とも晴天で大
きな問題もなく行うことができました。今年もメーンの３つのイベントのチケットが完
売し、「NEXT」というテーマのもと学園祭に携わったすべての人が次なる一歩、次
なる挑戦をしたくなるような元気や活力を感じられる学園祭にすることができました。
　医福大だけではなく、医大・医療短大・リハビリ学院の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
様には感謝しています。本当にありがとうございます。

学園祭実行委員の皆へ
　今年の学園祭実行委員は７７人という大人数でしたが、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な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。頼りない委員長で今年
は大丈夫なのかとすごく不安な気持ちにさせてしまいましたが、最後までついてきて
くれて本当に感謝しています。
辛いこともたくさんありましたが、
それ以上に達成感、充実感で
いっぱいです。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。本
当にありがとうございました。

委員長　臨床心理学科　3年　武
たけ

政
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と
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総　務　医療秘書学科　2年　小
お
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　今年の医福大イベントは、業者や出場者の皆様、多方面の方々の協力により素晴ら
しいものになりました。実習とパートリーダーの両立は想像以上に大変で、先輩や後輩
のサポートがなければ最後まで仕事をやり遂げることはできなかったと思います。感謝の
気持ちでいっぱいです。素晴らしい仲間と一緒にイベントを成功させたことは、大学生活
での最高の思い出となりました。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。

　今年の学園イベントも、素晴らしいステージを披露してくださった出演者の皆様、４
校の学園イベントのスタッフ、当日ご来場くださった多くのお客様により、無事成功させ
ることができました。パートリーダーとして、不安なことだらけでしたが、多くの方に助けら
れ、やり遂げることができました。３年間学園イベントに携わり、協力して作り上げてい
くイベントがとても素敵なものだと感じました。来年もより素晴らしいイベントになるよう
願っています。学園イベント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。

　今年度の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、素晴らしい経験ができまし
た。私は1年生の時からプロコンサートのスタッフとして仕事をさせていただいていたので、その
経験を生かしてパートリーダーの仕事を進めていきました。今年も前年度と同じくチケットも完売
し、多くのお客様にご来場いただくことができ大変うれしく思います。当学園の学園祭スタッフ
をはじめ、他大学のスタッフさんにも協力していただき、大成功を収めることができました。プロ
コンサートのスタッフとして3年間携われたことを誇りに思います。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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や

医福大イベント

学園イベント

プロコンサート

終 夜 祭
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光本：一言で言えば「きびきび」でしょうか。
佐藤：確かに、ぴりぴりしている時と和やかな時とメリハリのあるゼミ

ですね。
井本：そうですね。程よい緊張感と程よい笑いがありますね。
木村：やる時はやる、楽しむときは楽しむ。個性豊かな面白いゼミで

すね。
小谷：みんなで高めあおうという雰囲気があります。

青木ゼミ
青
あお

木
き

　陸
みち

祐
すけ

　准教授　プロフィール ●略　歴
1986年　大阪芸術大学芸術学部デザイン学科卒業
1989年　デザインプロダクションを設立し、国内外でデザインコンサルティング業務を中心
　　　　 に事業展開

●創作研究活動
Lahth International Poster Biennial, Finland. 文化庁メディア芸術祭、
Chaumont Poster Festival–International Competition, France.
あおもり版画トリエンナーレほか国内外で多数入賞
現在、社団法人日本グラフィックデザイナー協会岡山地区監査委員、
岡山県美術展覧会デザイン部門審査員、
おかやまデザインミーティングボードメンバー、
倉敷市おもてなしマイスター制度認定審議会委員

●専門分野・研究テーマ
グラフィックデザイン　医療福祉環境におけるタイポグラフィ　印刷技法に関する創作研究

　青木ゼミでは、医療や福祉に関するさまざまな問題に対して、情報デザ
インの専門性からの回答を考察し、解決の方法論を構築しておられます。
モノ・コトの両面から、医療福祉の世界に新たな価値の創造に取り組む青
木先生と、ゼミ学生のみなさんの学びの場である研究室を訪問しました。

荒木：たくさんありすぎてわからないですが、まず妥協しない気持ちが
大幅に成長しました。

光本：細かいところに気づく「スキル」が大切であるということを学
びました。それも妥協しない姿勢だと思っています。

佐藤：そういえば、光本さんはレイアウトが上手ですよね。
光本：ありがとう。先輩や先生方からいいものをたくさん見て勉強し

たらいいと教えてもらったのでいつも心がけてるよ。
井本：私は几帳面というのもデザイナーにとって能力かもしれないと

感じています。
木村：私は、ものを見る力、良いもの、悪いものを見分ける力を学

べたと思っています。
小谷：時間をうまく使っていきたいと思えるようになったな。
佐藤：私も、時間の大切さですね。これまで、時間を自由に使い過

ぎていたけれど、これからデザインのプロとして時間をどう使う
かが身にしみてきました。

青木ゼミで成長したことって何だろう

青木ゼミってどんなところだろう

青木先生ってどんな人だろう

木村：厳しさもあり、やさしさもある信頼できる先生です。
光本：その厳しさが先生の魅力だと思います。やさしさはまわりの人

を良くしたりダメにしたりすると思いますが、厳しさはまわりの
人をダメにすることはないですから。

佐藤：自分に厳しく生きるには、どうすればいいでしょうか？
先生：そうやって人に聞く前に、自分で考えることが第一歩でしょ

（笑）
井本：人生について勉強させてくださった方です。
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教員とゼミの学生による対談

先生：みんなに聞いてみたいのですが、これまで学んできて、みんな
にとって医療福祉デザインって何だと感じていますか。

光本：一言でいえば、デザインの視点から人を手助けするための学
問だと思います。

小谷：変な言い方になるかもしれませんが、人のことを思いながら考
えなくてはいけないデザインだと感じています。

木村：私も、相手の立場に立ってものを作るので、周りをよく見るよ
うになり、今まで知らなかったことにも気づかされることが増え
ました。

荒木：そうですね。今一番日本に必要な学問だと僕は思います。気
持ちでもカタチでも人々の心を支えられる何かを学べる学問
だと思います。

井本：今までも、これからも、たくさんの人に必要とされている学問だ
と思います。

木村：先生はいつも医療福祉デザインのことを考えておられますが、
アイデアに悩んだら、どんなことをしてアイデアを考えておられ
ますか？

先生：ここにいるゼミのみんなと、いろんな話をしている中からいろん
なアイディアが生まれているって言ってもいいのかもしれない
ですね。たとえば、デザインとは何かをみなさんから問われた
時、「デザインは色やかたちにばかりが注目されますが、実は
クライアントからゆだねられた様々な問題の合理的解決です」
と答えたとします。そのことで私自身が頭の中で整理している
のですよ。

荒木：「デザインとはモノ・コトのすがたかたちや考え方に、秩序を与
え、合理をつくり出すことです」よね先生。

先生：さすが4年生にもなると反応がはやいね。

　毎年厳しい条件を付けているにも関わらず、私のゼミを選ばれる学生のみなさんが、今ここにいることに、まず感謝したいと思います。
ゼミ生各自の研究だけではなく、公募展への出品や、学生主体の展覧会の運営、医療や福祉に関する産学官連携事業への参加な
ど、本当に盛りだくさんで無茶なゼミです。それでも、私に指針を求めてこられるみなさんに、デザイナーとして何を「プレゼント」できる
かいつも考えています。ですから、実際のデザインを理解するには現場を通じて学ぶことが最適であるとの考えの基、ゼミで実践してい
ます。学ぶ事は多岐にわたりますが、学生時代の大切な時間を今しか経験できないことに費やし、悩み、苦しみながら問題を解決して
いくことが、社会に巣立ってから実を結ぶと信じています。
　これからも学生のみなさんと一緒に医療福祉の現場での様々な問題解決のためのアプローチを続けていきたいと考えています。がん
ばっていきましょう。

荒木：僕にとっては「恩師」以外の何者でもないです。
先生：ありがとうございます。
井本：ところで先生、今の仕事をしていなかったら、他にどんな仕事

をしていたと思いますか？
先生：唐突ですね。やっぱり、私はモノ作りが基本的に好きなの

で、デザイナーでなくても何かの作品を作っているのではない
かな。

医療福祉デザインって何だろう

仲ゼ ミ の 間 た ち へ

参加学生左から 木
き
村
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江
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みつ
本
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実
み
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き
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さん、井

い
本
もと
　真
ま
代
よ
さん（全員学部4年次生）



ない とう　　やす　ひろ

　マスカット球場から中庄小学校を
過ぎ、左手の山肌には黒い石の
切片の山。銅を掘った際に出た石
クズ。現在、この一帯は自動車学
校やゴルフ場。入り口付近で、あ
る物を発見！石碑だ。その中の漢
字から、銅山に関する内容とわか
る。この銅山は、明治時代に開発
され帯江銅山と呼ばれた。大正8
年に閉山。昭和初期の戦時中に
再開されたが、昭和24年に再び

閉山。30分間サイクリング。今年、初めての小さな秋を見つけた。

　川崎医科大学附属病院の西
に隣接する小山。そこに鎮座まし
ます地域の氏神様です。長い石
段の中途に鳥居がそびえ、左右
の台座に置かれた狛犬が出迎え
てくれます。さらに石段を上って振
り返ると、穏やかな田園風景が眼
下に。額縁にすっぽりと納まるよう
な、何とも懐かしい光景です。神
門をくぐると正面が拝殿。社殿を
取り囲む多くの境内社を横目に一
巡すると、心も落ち着いてきます。

医療福祉学科　教授　内藤 康裕
ない とう　　やす　ひろ

臨床心理学科　教授　保野　孝弘
ほ　 の　　たか ひろ

　わたしのおすすめスポットは山下商店です。中庄小
学校の向かい側にあるお店です。このお店のおすすめ
は、果物と野菜です。大手スーパーとは違い？お店の
方から、安くて、おいしい「おすすめ商品」を買うこと
ができます。写真のロゴも、レトロな雰囲気で好きです。

医療福祉経営学科　講師　谷光　透
たに みつ　　　とおる

　山陽本線沿い
から附属病院まで
は、田んぼが広が
り遠くまで見渡せま
す。特に夕日と稲
の緑が非常に良く
癒やされます。とり
わけ台風が過ぎ去
った後の空は澄ん
でいて、鮮やかな

青空と緑が非常にきれいです。同じ場所から見る景色でも、季節に
よって違った表情が楽しめるので、何回足を運んでも、嫌いになる
場所ではありません！

感覚矯正学科　助教　池野 雅裕
いけ　の　　　まさ ひろ

　通勤、通学に中庄駅を利用す
る方も多いのでは。
　中庄駅から歩いて1分程度。し
かも駐車場完備。こんな好立地
条件で、ちょっとしたくつろぎタイ
ムを楽しめる場所があることが素
敵。時間帯によっては学生で賑
やか。時間帯の工夫をするとゆっ
くり長居も可能。パスタやデザート
など、おしゃれな雰囲気でデートに
も良し、一人でも入りやすい。夜
ごはんセットもランチも良心的なお
手頃価格。散歩がてら、お茶に
でも出かけませんか。

保健看護学科　准教授　松本 啓子
まつ　もと　　けい　こ

リハビリテーション学科　准教授　国安 勝司
くに　やす　　かつ　し

　身体を動かして気
分転換をしたい。そ
んな休日にぷちサイ
クリング＆トレッキング
はいかがですか？
　医福大前の旧2
号線を岡山方面へ
向かうと、岡山市と
の境に足守川は流れ
ています。小高い土
手を北へ走れば広が

る景色に気分爽快。王墓山古墳周辺では自転車を降りて、山の中を真宮神
社、王墓山古墳そして楯築遺跡と縦断です。自然と歴史を感じつつ、起伏
に富んだ散策路は意外と体力を使います。帰りには旧2号沿いにある温泉で
汗を流し、牛乳を一息に
飲めば疲れもどこへやら。

　大学からマスカ
ットスタジアムを越
え、コンベックス岡
山へ行く途中にあ
ります。
　学校から約3.5
ｋｍです。フィール
ドアスレチックがい
くつかあり、軽く体
を動かすにはいい

かもしれません。池には白鳥もいて、餌をもらいに近づいてきます。
キャンプ場にはベンチとテーブルがあり、お弁当を食べるのにいいと
ころです。

臨床工学科　講師　小川　武人
お　がわ　　たけ　ひと

川崎医療
福祉大

川崎医療
短大

川崎医大

中庄駅
倉敷高

倉敷スポーツ
公園

倉敷JCT倉敷IC

山陽自動
車道

山
陽
自
動
車
道

コンベックス岡山

清心女子高

RSKバラ園山陽新
幹線

山陽新
幹線

倉敷CC

岡山GC帯江コース

山陽本
線

270 245

369

369

162

153

73

73

162

469

187

272

429

2429

企画特集　中庄サイクリング
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ない とう　　やす　ひろ

　マスカット球場から中庄小学校を
過ぎ、左手の山肌には黒い石の
切片の山。銅を掘った際に出た石
クズ。現在、この一帯は自動車学
校やゴルフ場。入り口付近で、あ
る物を発見！石碑だ。その中の漢
字から、銅山に関する内容とわか
る。この銅山は、明治時代に開発
され帯江銅山と呼ばれた。大正8
年に閉山。昭和初期の戦時中に
再開されたが、昭和24年に再び

閉山。30分間サイクリング。今年、初めての小さな秋を見つけた。

　川崎医科大学附属病院の西
に隣接する小山。そこに鎮座まし
ます地域の氏神様です。長い石
段の中途に鳥居がそびえ、左右
の台座に置かれた狛犬が出迎え
てくれます。さらに石段を上って振
り返ると、穏やかな田園風景が眼
下に。額縁にすっぽりと納まるよう
な、何とも懐かしい光景です。神
門をくぐると正面が拝殿。社殿を
取り囲む多くの境内社を横目に一
巡すると、心も落ち着いてきます。

医療福祉学科　教授　内藤 康裕
ない とう　　やす　ひろ

臨床心理学科　教授　保野　孝弘
ほ　 の　　 たか ひろ

　わたしのおすすめスポットは山下商店です。中庄小
学校の向かい側にあるお店です。このお店のおすすめ
は、果物と野菜です。大手スーパーとは違い？お店の
方から、安くて、おいしい「おすすめ商品」を買うこと
ができます。写真のロゴも、レトロな雰囲気で好きです。

医療福祉経営学科　講師　谷光　透
たに みつ　　　とおる

　山陽本線沿い
から附属病院まで
は、田んぼが広が
り遠くまで見渡せま
す。特に夕日と稲
の緑が非常に良く
癒やされます。とり
わけ台風が過ぎ去
った後の空は澄ん
でいて、鮮やかな

青空と緑が非常にきれいです。同じ場所から見る景色でも、季節に
よって違った表情が楽しめるので、何回足を運んでも、嫌いになる
場所ではありません！

感覚矯正学科　助教　池野 雅裕
いけ　の　　　まさ ひろ

　通勤、通学に中庄駅を利用す
る方も多いのでは。
　中庄駅から歩いて1分程度。し
かも駐車場完備。こんな好立地
条件で、ちょっとしたくつろぎタイ
ムを楽しめる場所があることが素
敵。時間帯によっては学生で賑
やか。時間帯の工夫をするとゆっ
くり長居も可能。パスタやデザート
など、おしゃれな雰囲気でデートに
も良し、一人でも入りやすい。夜
ごはんセットもランチも良心的なお
手頃価格。散歩がてら、お茶に
でも出かけませんか。

保健看護学科　准教授　松本 啓子
まつ　もと　　けい　こ

リハビリテーション学科　准教授　国安 勝司
くに　やす　　かつ　し

　身体を動かして気
分転換をしたい。そ
んな休日にぷちサイ
クリング＆トレッキング
はいかがですか？
　医福大前の旧2
号線を岡山方面へ
向かうと、岡山市と
の境に足守川は流れ
ています。小高い土
手を北へ走れば広が

る景色に気分爽快。王墓山古墳周辺では自転車を降りて、山の中を真宮神
社、王墓山古墳そして楯築遺跡と縦断です。自然と歴史を感じつつ、起伏
に富んだ散策路は意外と体力を使います。帰りには旧2号沿いにある温泉で
汗を流し、牛乳を一息に
飲めば疲れもどこへやら。

　大学からマスカ
ットスタジアムを越
え、コンベックス岡
山へ行く途中にあ
ります。
　学校から約3.5
ｋｍです。フィール
ドアスレチックがい
くつかあり、軽く体
を動かすにはいい

かもしれません。池には白鳥もいて、餌をもらいに近づいてきます。
キャンプ場にはベンチとテーブルがあり、お弁当を食べるのにいいと
ころです。

臨床工学科　講師　小川　武人
お　がわ　　たけ　ひと

川崎医療
福祉大

川崎医療
短大

川崎医大

中庄駅
倉敷高

倉敷スポーツ
公園

倉敷JCT倉敷IC

山陽自動
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私たちの部・サークル紹介
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おそらく多くの学生さんが自転車（または徒歩）で通学されていると思い
ます。本学を出発して、自転車で行くことができる中庄周辺のちょっとすて
きな場所をご紹介します。みなさんもサイクリングに出かけてみませんか？

放送サークル 　医療情報学科 2年　藤
ふじ

原
わら

　大
だい

樹
き

トライアスロンサークル｢Garlic｣　健康体育学科 4年　津
つ

田
だ

　太
ふとし

放送サークルトライアスロンサークル｢Garlic｣

　放送サークルでは主に月に1度のインターネットラジオの収
録、地元エフエムラジオ局・レディオモモでの番組出演、そして
月に数回の定例会などの活動をしています。また毎年の福文祭
や学園祭でも展示や出店といった活動を行っています。インタ
ーネットラジオは収録から編集、公開までを自分たちで全て行っ
ており、放送内容も大学の話題から季節の話題まで様々にわ
たっています。
　興味のある方はぜひ一度「川崎医療福祉大学 ネットラジオ」
で検索してみてください。コンテストなどへの参加は近年のとこ
ろはありませんが、今後は機会があれば挑戦していきたいと思っ
ています。これからもコツコツと活動を続けていきますので、どう
ぞよろしくお願
いします。

　私たちトライアスロンサークル「Garlic」は、週3回火、木、
土曜日に活動しています。活動目標は　1．インカレ出場　2．
部活動への昇格　3．個人の成長です。メンバーはアスリート
を目指す人や体力・体形を維持するために運動を続ける人など
様々です。
　トライアスロンではswim、bike、runの3つを行うわけですが、
それぞれどのくらいの距離があると思いますか？ 私たちは主にオ
リンピックディスタンスといわれる「swim 1.5km－bike 40km
－run 10km」の大会に出場しています。今年は鳥取、広島、
香川の大会に出場しました。また、大会にはボランティアスタッ
フとしても積極的に参加しています。他大学の学生、地域の方

と楽しく交流しなが
ら、大会の裏方の
業務を知ることによ
り、サポートしてくだ
さる方々への感謝
の気持ちが湧いて
きます。興味のある
方は私たちと一緒
にトライアスロンをし
ませんか！いつでも
お待ちしています。

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　　健康体育学科
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運動指導を通して人々の健康に貢献！

　科学的な健康・体力づくりの推進役として、適切な運動処方と実技指導ができる運動指導者およ
び、適切な健康教育ができる指導者を養成します。

学生の進路を考慮した学校教育系、運動指導系、社会健康系の3つの指導モデルの科目を
履修し、各々の専門性を高めるよう指導しています。

学内外の実習を通じて理論と実践の融合を学ぶことに力を入れています。

国際交流を通して異文化に対する理解を深め、国際感覚を養います。2007年からオーストラリ
アでの研修が、そして2009年からは韓国での研修がスタートしました。

・保健体育科教諭・養護教諭現役合格の実績！

・健康運動指導の現場にも多数就職！

・公務員採用試験（警察官・消防士）にも多数合格！

豊富な学内外実習、講義・演習を通して知識・技術の習得を目指します！

就 職 状 況

学 び の 特 色

教 育 方 針

1

2

3

2011年度の就職率

100％

【体力測定法実習】

【卒業研究】 【海外研修】

【運動学実技　柔道】 【エアロビックダンス】

海・山での学外実習



就職活動コーナー
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病院
山口県
言語聴覚士

私はけがをしてリハビリに通う
機会が多く、そこで言語聴覚
士という仕事を知りました。食
べることや話すこと、人と関わ
ることが好きで、医療関係の
仕事をしている母の影響もあ
り、この仕事に魅力を感じまし
た。

2・3年生夏季休暇　病院見学
4年生　5月～6月末

長期学外実習　
4年生　9月　病院採用試験
　　　　　　 内定

実習中に就職先を考えること
や実習終了後に卒業論文の作
成と面接や小論文の練習など
就活を同時進行することが大
変でした。卒業論文を共同で
おこなっている友達が履歴書
の作成や採用試験の練習のた
めに時間をくれたため、心に余
裕ができました。

積極的に見学し、そこでも就
職試験が始まっているという気
持ちで伺いました。たくさん質
問し、前向きな姿勢をアピール
しました。

友達からたくさんの手紙やお
菓子、応援メールをもらい、緊
張していた気持ちが和らぎまし
た。私の宝物になりました！！

興味のある病院にはたくさん
見学に行き、しっかりと病院の
雰囲気や仕事の内容などを見
てくるといいと思います。就職
を考えている時に学科の先生
に相談することもとても大切だ
と思いました。

感覚矯正学科
今浦　美智子

質問項目 いま　　うら　　　　　み　　ち　　　こ

病院
島根県
言語聴覚士（ST）

高校時代に障害のある方たちと
の交流を通じ、人と関わる事の
楽しさや難しさを再確認すると同
時に、自分には人と寄り添う生き
方ができるのではないかと考える
ようになりました。そんな時に母
の紹介でこの職業を知り、自分も
STとして人に寄り添った医療を
提供していきたいと考えました。

7月に求人情報を確認、8月は
病院の見学や面接練習を行い、
9月中旬に地元の病院の就職
試験を受験しました。

学外実習のために就職活動の
開始が遅く、加えて求人の少
ない地元での就職を考えてい
たので、プレッシャーが重くの
しかかりました。こまめに求人
情報をチェックし、早い段階で
就職課へ面接の相談等を行う
ことで、精神的に余裕が生ま
れました。

面接は自分の第一印象を決める
最も重要な試験であると考え、
面接練習に力を注ぎました。質
疑応答の練習はもちろん、面接
におけるマナーや所作について
も就職課でご指導頂き、試験本
番には自信を持って、落ち着い
た態度で臨むことができました。

ストレス解消に活躍してくれた
エレキギターが思い出の品で
す。

就職活動では自己分析がとて
も大切になってくると思いま
す。自分がどのような人間な
のか今一度見つめ直すことで、
面接や小論文においてぶれる
ことのない、芯のある答えが自
然と出てくると思います。頑張
ってください。

感覚矯正学科
北川　佑馬
きた　　がわ　　　　　ゆう　　ま

社会福祉法人（福祉施設）
岡山県
相談員

幼少期から高齢者と接すること
が多かった私は、自然と福祉
の道を志し、高校でも福祉科
に進学しました。大学で福祉に
ついての知識を深め、実習を
通して福祉の専門職として人
の役に立ちたいという気持ち
が強くなり、相談員を目指しま
した。

3年生　2月　福祉合同説明会
4年生　5月　　　　同
　　　　7～8月
　　　 各施設の見学・説明会
　　　 9月　採用試験（内定）

福祉の合同説明会で他の人が
積極的に質問している中、私は
緊張して相づちを打ったりする
ことしかできず、とても劣等感
を感じました。しかし、友人か
ら「大丈夫。人と比べることな
いよ！」という言葉をもらってか
らは、施設見学などで積極的に
行動することができました。

施設などでは、面接で人間性
を重視することが多いので、自
己分析はしっかり行いました。
就職支援センターに置いてあ
る昨年の先輩方の就職活動の
記録を参考にさせていただき、
面接対策を行いました。

iPodで自分のお気に入りの音楽
を聴きながら、リラックスして施設
見学・説明会、試験に向かいまし
た。お守りはいとこがくれたもの
を必ず持っていくようにしました。

少しでも早く業種、職種を決定し
て、積極的に動くことです。悩む
時もあるかもしれませんが、友人
や家族、先生方に話を聞いてもら
って一人でため込まないようにし
てください。「ここで働きたい！」
という気持ちを強く持っていれ
ば、その気持ちは必ず相手にも伝
わるはずです。頑張ってください。

医療福祉学科
山下　裕香
やま　　した　　　　ゆ　　　か

内定が出て、就職すること
に決めた業種・地域・職種
を教えてください。

その業種・職種を選んだ理
由を教えてください。
どのような自己分析をして、
その業種・職種を選んだの
ですか。

活動のタイムスケジュール
を教えてください。

活動中で特に辛かったのは
どんなときでしたか。
また、それをどのように乗
り越えてきましたか。

就職活動に向けてどのよう
な準備をしましたか。
また実際、特に役に立った
ことは何ですか。

活動中の思い出の品は？

これから就職活動をする後
輩の学生さんへのメッセー
ジをお願いします。

就職が内定している４年生の方々に、
就職活動についてお聞きしました。



キャンパスインフォメーション
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　平成24年度より、学生支援センターが発足しました。今までは障害のある学生に対する修学支援はどこに相
談に行けばよいのかよくわからない状態でしたが、今年度から、全学的に相談できる機関として「学生支援セン
ター」を立ち上げました。
　学生支援というと、進路、修学支援、生活支援などがあげられますが、当面
は障害のある学生（以下、「障害学生」とする）を対象とします。学生支援セ
ンター（以下、「支援センター」とする）は、学生の支援に関連する健康管理
センター、学生相談室、ボランティアセンター等と連携をとりながら支援を行い
ます。なお、支援センターには、障害学生に関して業務上知り得た内容につ
いての秘密保持義務があります。安心して相談に来て下さい。

　

・大学は、すべての学生が同一で質の高い教育を受けることができるよう責任をもって適切かつ最
　良の対応を行う。
・本学の障害学生支援は、「障害学生とともに」を基本とする。

　本学は、成績評価の基準は変えずに、情報伝達の方法、教授法等を工夫して、すべての学生に同一で質の
高い教育を保障します。
　支援センターは、障害学生にとって必要な支援を本人とともに考え、支援をするサポート学生を見つける活動
や、地域の社会資源を有効に活用して、必要な支援を確保するための活動を支援します。

　

・支援を受けることを希望する学生は、学生本人もしくは保護者から学生課あるいは支援センター、
　当該学科、健康管理センター、学生相談室、ボランティアセンター等いずれかに申し出る。

　申し出をしやすいよう、多くの窓口を設定しています。しかし、どこに申し出ても支援センターに連絡が入る仕
組みになっています。

　

・支援の実践は、障害学生が所属する学科、専攻が主たる責任をもち、履修する授業についても各
　担当部局と相互に連携・協力して修学支援を行う。
・必要に応じ、「配慮願い」を支援センター長、当該学科長名で作成し、授業担当者に通知をする。

　支援センターは、障害学生の支援を担当しますが、学生個々にサービスを提供するのは、障害学生の状況を
把握している当該学科、専攻が主たる責任をもちます。

　ノートテイク（筆記通訳）等授業中の支援、支援機器の貸し出し、
学内生活支援等様々な支援を行っています。
　授業中の配慮、あるいは定期試験、レポート提出等に関して配慮を
必要とする学生については、文書で「配慮願い」を作成し、授業担当
教員に通知をしています。

（学生支援センター長　保
ほ

住
ずみ

　芳
よし

美
み

）

学生支援センターについて

支援の申し出

基 本 方 針

責任の明確化



国 際 交 流

4月6日～10月6日
6月14日～12月10日
8月20日～23日

8月27日
10月1日～11日
10月1日～6日

上海中医薬大学研究生受け入れ（リハビリテーション学科　具紫勇）
上海中医薬大学留学生受け入れ（臨床栄養学科　孫昌義、朱筱麗）
保健看護学科・保健看護学専攻短期海外研修（学生12名、引率教員1名　研修先：韓国・梨花女
子大学健康科学学部看護科学学科）
上海中医薬大学教員・学生見学受け入れ（教員3名、学生6名）
医療福祉経営学科海外研修（学生11名、引率教員1名　研修先：デンマーク・日欧文化交流学院）
上海中医薬大学研修生受け入れ（臨床栄養学科　蔡駿、劉霞、江慧芬）
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　オープンキャンパスは毎年5回開催しております。今年度は残すところ後1回（来年3月開催）となり、2013年度入試志願者を対象の
開催は第4回をもって終了しました。その日程および内容等は次のとおりです。

　毎回天候にも恵まれ、昨年度を163名上回る大勢の方々に参加いただきました。
　最初に、全体会では、松本副学長から｢2013年度入試概要｣について詳細な解説があり、参加者は真剣な表情で聴き入っていました。
　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回で実施した学科・専攻ごとの「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。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で、日頃は見ることのできない病院内の施設・設備を丁寧な
説明付き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。
　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。

　10月27日（土）、平成24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、「思春期のこころと病について　―“悩み”と“病”の見分け方とその支援―」というテーマで、川崎医科大学精神
科学教室の青木省三教授を講師にお招きしました。
　はじめに、思春期の悩みについて解説がなされました。思春期とは、心身ともに大きく変化し、その中で悩みながら成長していく時期であるが、
その悩みの一部には、心の病と言ってよいものがあるということを、わかりやすく説明されました。そして、周囲の大人が、この病気の症状としての
部分を見落とさず、若者がよい方向に向かうよう応援する必要性を説かれました。
　続いて、具体的な事例を交えながら、悩みと病気の関係について解説がなされました。悩み＝本人の責任、病気＝本人の責任、を超えたものと
とらえ、実際の症例を基に、周りの大人が悩みと病気の両方の視点を持つことの重要性や、専門家に相談する際のポイントなどが紹介されました。
　そして最後に、思春期の子どもの援助として、彼らの気持ちや考えに気付くこと、子どもの話を聞くこと、そして見守る姿勢などの例をあげ、学
校や家庭の中で孤立させないよう、周囲の大人たちが連携して支援し、理解していくことが大切であると締め
くくられました。
　今回の講演会には、約270名の参加者がありました。本学の学生も多数参加し、質疑応答の時間には
青木先生との間で活発なやりとりが行われ、思春期のこころと病についての関心の高さがうかがえました。
　今回の大学公開講座を通して、日頃私たちが見落としがちな思春期の“悩み”と“病”の見分け方とその
支援について、理解を深めることができました。
　今後も大学公開講座などの機会を通じて、様々な形で本学から地域社会へ有益な情報を発信し、支援
体制の促進を図るとともに、我々自身に課せられた課題の解決に向けての取り組みを継続していく予定です。

入試概要説明 実習室見学
（リハビリテーション学科）

ミニ講義
（臨床工学科）

入試相談コーナー

附属病院見学ツアー

開催日程

参加者数

開催内容

第１回
6/17（日）
748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
•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）
学内施設見学ツアー
附属病院見学ツアー：参加者は３回で延べ632名

第2回
8/5（日）
1,652人

•副学長、学部長挨拶
•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
•入試､就職､編入学等
　相談

第3回
9/9（日）
556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
•入試､就職､編入学等
　相談

第4回
10/6（土）･7（日）

491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

2012年度　第1回～第４回　オ ープ ンキャンパ ス 開 催

平成24年度　大 学 公 開 講 座 開 催
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