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平成25年度　新入生オリエンテーション

第23回　新入生歓迎レクリエーション大会 

　新入生の皆さんが、一日も早く大学生活に慣れ、より充実した学
生生活を送ることができるよう、平成25年4月3日（水）・4日（木）
の2日間、新入生オリエンテーションを行いました。副学長の挨拶
に引き続き、履修登録、学生生活などについてのガイダンスが行わ
れました。
　そして4月〜5月の2カ月にわたり「スターツ・アワー」を実施し、
本学の学生としての自覚を持ってもらうための講話や研修、また学
業や学生生活全般にわたるオリエンテーションを行いました。新入
生の皆さんに、それぞれの内容をより良く理解してもらうとともに、学
生生活をよりきめ細かくサポートし、大学での友人関係をスムーズに
築くことができるよう学業及び学生生活の進捗状況などに合わせて
実施時期を決めています。
　4月には、黒住教教主黒住宗晴先生の心の琴線に触れる医療
福祉に関する講話、倉敷警察署生活安全課長の安全な学生生
活のためのお話をいただき、これから本学で学生生活を送る上でた
いへん参考となりました。また、5月には、旭川荘理事長による事
前講話の後、5月20日（月）〜24日（金）の間に各学科の新入
生が1日単位で、川崎学園の関連施設である社会福祉法人旭川
荘での研修に臨みました。この研修は、本学創設の理念を理解し
福祉現場の実際につ
いて実体験できる貴
重な機会であり、また、
学生がこれから医療
福祉の道をめざして、
有意義な学生生活を
送っていく上で大切な
経験となっています。

　平成25年6月5日（水）に第23回新入生歓迎レクリエーション
大会（以下、レク大）を開催しました。レク大とは、毎年1回学友会
が主催して行っている行事で、新入生の歓迎、在校生との交流、
親睦を深めることなどを主な目的とし、様々な方の協力の下、企画・
運営をしているものです。
　レク大は代議員会議長を総合責任者とし、バレー部門・運動会
部門の2つの部門に分かれて競技を行いました。バレー部門のリー
ダーを臨床心理学科2年井元悠香、運動会部門のリーダーを臨床
工学科2年井上剛が務め、総合体育館・医福大体育館でバレー
部門、川崎医療福祉大学グラウンドで運動会部門を行いました。
　今年のレク大は、2年生を中心に運営をしていきました。毎日、
運営スタッフは「レク大成功」に向けて、授業のない時間に集まっ
たり、夜遅くまで残ったりして準備をしました。途中いろいろと困難な
壁にぶつかりましたが、スタッフ間で協力し合い、何とか乗り越え、
当日を迎えることができました。当日も様々なトラブルがあり大変でし
たが、それまでの困難を乗り越えた2年生にとっては簡単に乗り越
えることができました。レク大を通して学友会2年生は集団で何かを
運営することの大変さ、大きな行事を運営することの偉大さを知り、
大きく成長できたと思います。
　終了後、参加者の方々から「楽しかった」「また参加したい」と
いう声を頂き、私たちスタッフも大いに励まされました。ただ、参加
者の方々が楽しく競技ができるように注意したこともあり、「しつこい」

「めんどくさい」などというきついお言葉も数名から頂きました。学
友会では学生の学校生活をよりよいものにしていくために、今後も
皆様のご協力をお願いすることがあると思いますが、どうかよろしくお
願いします。今年もたくさんのご参加ありがとうございました。

4月3日（水）
　⃝挨　拶　　　　　　副 学 長
　⃝学修について　　　教務部長
　⃝学生生活について　学生部長

4月5日（金）
　⃝講演　「奉仕の心－川崎学園創設の精神をめぐって」

黒住　宗晴　川崎学園監事
4月10日（水）
　⃝講話　「安全な学生生活について」

倉敷警察署生活安全課
　⃝快適な学生生活とは　　　　　　　　　　学生部長
4月17日（水）
　⃝映画　「石井のお父さんありがとう」
4月18日（木）
　⃝こころとからだの健康管理

　　　　　学生相談室長、健康管理センター長
4月19日（金）
　⃝ボランティアと福祉　　　　　ボランティアセンター長
　⃝キャリアデザイン　　　　　　　就職支援センター長
5月15日（水）
　⃝旭川荘見学研修の事前講話　　　　旭川荘理事長
　⃝血液検査結果説明　　　　　附属病院感染対策室
5月20日（月）〜5月24日（金）
　⃝旭川荘見学実習
6月5日（水）
　⃝新入生歓迎レクリエーション大会

代議員会　議長
感覚矯正学科3年
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充実した学生生活を送るために
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　燃えるゴミと燃えないゴミに分けて、きちんとゴミ箱に捨ててください。
　また、下宿・マンションでのゴミ出しについても、その地域の収集日・
時間・分別方法を順守してください。

ゴミ

　大学生活にもルール、マナーは存在します。「ちょっとぐらいなら…」「自分1人ぐらいいいだろう」という行動が、
誰かに迷惑をかけていないか、相手の立場に立って、自分の行動はマナー違反ではないか考えてみましょう。
　また、残念なことですが、皆さんの身の回りに潜む危険があるのも事実です。
　大人としての自覚を持ち、ルール、マナーを守って、元気に楽しく有意義な学生生活を送りましょう。

　「おはよう」「ありがとう」「すみません」など、どこの社会でも挨拶は
人付き合いの基本です。気持ちよく挨拶を交わしましょう。

　服装は自由ですが、いたずらに犯罪に巻き込まれそうな、
品位のない服装はやめましょう。

　学内は、安全性・機能性・建物の保護・身だしなみを整えることなどの理由から、土足禁止です。必ず
ロッカーで上履きに履き替えてください。外来者用玄関や外来者用スリッパを使用するのはやめましょう。

　本学は、2010年3月15日から、大学キャンパス敷地内全面禁煙としています。
　また、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・歩きタバコ・吸殻などのポイ捨て）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・マナーを順守してください。

　言うまでもなく、授業中・図書館内での私語や携帯電話は厳禁です。
　エレベーターの中でも、大きな声での会話や携帯電話は控えましょう。
　携帯電話は、学内ではマナーモードに切り替えましょう。（携帯電話の
使用に関しては、学外でもマナーに注意してください。）

　残念ながら、学内だからといっても安心はできません。貴重品は常に
身につけ、少しの間だからといっても、決して放置しないようにしましょう。
また、教室内への荷物やカバンの放置も危険です。
　ロッカーや部室等の鍵も、きちんと管理しましょう。

　忘れ物・落とし物は、2階事務室内のガラスケースに一定期間
陳列してあります。拾得物は学生課に届けましょう。

　自転車・バイク・車は、決められた場所に止めてください。大学付近の路上や他人の敷地内、
構内の所定区域以外への不法駐車・駐輪は、業務車両や消防車等の交通の妨げになるなど、
多くの人に迷惑をかけます。何度も注意を無視すると、処分の対象になります。

駐 車・駐 輪

上 履き

挨 拶

遺 失 物・拾 得 物

盗 難

喫 煙

服 装

私 語・携 帯 電 話



研究室訪問　　臨床心理学科
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■教員プロフィール
　大阪で生まれ、高校まで関西で過ごしました。大学で心理学を学びはじめてから、福祉施設など
の現場に出て、ボランティアやアルバイトを経験しました。そのなかで、心理学のなかでも臨床心理
学をいかした仕事につきたいと思うようになりました。広島大学大学院教育学研究科博士課程前
期教育心理学専攻（臨床・障害心理学講座）を修了後、岡山県倉敷児童相談所で心理判定
員として勤務しました。川崎医療福祉大学に着任してからは、発達心理学や臨床心理学系の講義
を担当する一方で、臨床心理士として臨床活動をしています。臨床活動の場は、大学附属の心
理教育相談室や川崎医科大学附属病院、市町村の保健所、地域の保育園、小学校や中学校
などです。「乳幼児期の子どもの発達を理解する」、「乳幼児に関わる人により適切な援助をする」
をテーマに、研究者そして臨床家としてできることは何かと日々頭を抱えています。
　専門分野は臨床心理学、発達心理学。
　趣味は海外ドラマ鑑賞で、とくに犯罪心理ものが大好きです。

■ゼミの方針
　３年生のゼミでは少し私の方がリードをしつつ、学びを深めていけたらと思っていますが、４年生
になってからは学生の皆さんの自主性を尊重したいと考えています。各自が関心をもった内容を発
表するだけでなく、ゼミ仲間が発表した内容についても理解を深めること、互いに討議を行うことで
各自が自主的に意欲的に取り組んでほしいと思っています。また、私自身の学生時代の経験から、
現場でのボランティア活動を積極的に勧め、幅広く、多くの経験をしてもらいたいと思っています。

　武井先生のゼミはどんな雰囲気ですか？

藤　井：和気あいあいとしていて女子会みたいです。真面
目すぎず、不真面目すぎず、ちょうどいい感じです

（笑）。
竹　内：ザ！！女子会（笑）。ピンクでふわふわ。
宗　政：あたたかい、居心地のよい雰囲気ですね。
　森　：「カッチリ」よりは「ほんわか」って言葉が似合うゼミ

です。　
岡　野：基本、女子会。たまに本気！　スイッチ入るとアツ

い！！

　なるほど。居心地の良さと、そこに偏りすぎない真面目さもあ
って、絶妙なバランスなんですね。そんなゼミを取り仕切る先
生ってどんな方ですか？

小　野：笑顔がステキです。
朝　倉：授業のときには的確に厳しく、普段はよく笑う朗らかな

先生です。
小　林：話しやすく、お母さんみたいです。
由　井：笑顔がすてき、ギャップがありますね。

三　輪：どんなことでも親身に相談にのってくださる先生で
す。

長谷井：学ぶときは学ぶ、話すときは話す、オンとオフの切り
替えをすごくしてくださる先生だと思います。自分の
考えを聞いてくれるし、理解できないところは基礎か
ら教えてくださっていて助かっています。普段の会話
は日常生活でのことなど話したり、親しい感じで話し
てくださる先生でとても大好きです！！

　授業では大変厳しい先生とうかがっていますが、ゼミだと柔
らかな面にもたくさん出会えるんですね。他にも武井ゼミで良
かったと思うことはありますか？

西　谷：女性ばかりだから、気兼ねしないところですね。
小　林：ゆっくりと分かりやすく進めてくれるところです。
朝　倉：先生が話しやすい雰囲気をつくってくれるし、ゼミ仲間

ともお互い仲が良いので楽しく学べるところです。
三　輪：今まで関わることのなかった人と関わることができた

り、論文について詳しく知ることができたことです。
　森　：自分がわからないことも、周囲の皆が助けてくれるし、

しっかり者が多いので頼りにしています（笑）。
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教員とゼミの学生による対談

藤　井：卒業論文で苦しんでも、みんなが助けてくれてすごく
嬉しかったです。新歓や追いコンなど飲み会が楽し
い。ここがわからん〜とかなんでも聞いたりできる仲
良しのところ！！

　学習でサポートし合えるようになるのも、課外活動の成果か
もしれませんね。課外活動も含めて、ゼミならではの思い出が
あれば教えてもらえますか？

西　谷：初回のみんなの自己紹介が思い出に残っています。
竹　内：皆で自己紹介をしてたくさん話せたことですね。
岡　野：先生のサプライズバースデーパーティー。ケーキとメ

ッセージボードを渡しました。
長谷井：毎週のゼミが楽しくて、思い出です。が、印象に残

っているのは、先生のお誕生日をみんなでお祝いし
たことです。先生も喜んでくださって、楽しかったで
す。新歓や追いコンなどの飲み会も思い出です。映
画の話や好きな芸能人の話、友だちや恋愛の話な
ど、いろいろな話ができて、先生の新たな一面を知
ることができました（笑）。

　たくさんたくさん話ができるゼミなんですね。まさに女子会っ
ていう言葉がぴったりかもしれません。では、先生に学生の皆
さんから質問があればお願いします。

西　谷：自分は将来、こういうことをしよう！と明確に方向性を

決めたのはいつごろですか？　
武　井：心理学を学びたいと思ったのは、中学生のころです。

そのころは臨床心理士という資格はなかったのです
が、母親の知り合いにカウンセラーとして働いている
人がいて、その人からいろいろな話を聞くなかで、心
理学に関心をもちました。臨床心理学という心理学
の分野をいかした仕事をしたいと思ったのは、大学
時代の児童相談所や福祉施設でのボランティアや
アルバイト経験からです。

蓮　井：先生からみた３年生、４年生の印象を教えてくださ
い。

武　井：とても真面目で、一生懸命な人が多いなあという印
象です。皆さんの話を聞いていると、なんとなく自分
の大学時代を思い出すことが多いです。あと、３年
生も４年生も、「明るい」「優しい」「仲良し」という
感じでしょうか。

岡　野：大学で先生をしているときと、病院で働いているときと
ではスイッチが切り替わるんですか？ 同じですか？

武　井：切り替えていますね。大学と病院をつなぐ渡り廊下を
歩いているとき、ブルー衣と白衣を着替えるときに切
り替わっているように思います。

　ありがとうございました。では最後に、学生の皆さんに武井
先生からメッセージをお願いします。

教員からのメッセージ 　大学で過ごすことができる時間は本当に短いです。とはいえ、
自身のことを振り返ってみても、この時期に出会った人から得た
ものは多いですし、またこの時期に経験したことは、しっかりと今

の自分につながっていると思います。ゼミの皆さんには、机上での学びだけでなく、できるだけ現場に出て、いろ
いろな経験を積み、多くのことを学び、考えてもらいたいです。学生時代を楽しく、有意義に過ごしてください。

■対談協力学生
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　珈琲時間をゆっくり楽しみたい、そんな方にぴったりなお店。大き
な木が目印の「木々珈琲舎」を紹介します。店内は、天井が高く、
大きな窓からは四季折々の木 を々眺めることができ、落ち着いた心
地の良い空間です。珈琲は、定番から季節の限定ものまで好みに
合わせて選ぶことができ、注文を聞いてから一杯ずつ丁寧に淹れる
ことにこだわっています。珈琲チェーン店に比べると多少長く感じてし

まうかもしれない “待つ”
時間も、珈琲を楽しむた
めの大事な要素なので
す。
　あなただけの珈琲時間
を求めて、足を運んでみ
てはいかがですか。
臨床栄養学科　助教

出口　佳奈絵
いで ぐち　　 か　な　 え

　本場イタリアで修業したオーナーシェフがプロデュースする、イタリ
アの家庭料理のお店です。特にピッツァは現地ナポリより輸入した
ピッツァ専用の薪窯で、本家の味を楽しむことができます。店内は落
ち着いた雰囲気で、幅広い年齢層の方が来店されます。学生さん
にはランチがおすすめです。記念日や大切な日にはぜひディナーを！ま
た、飲み放題・食べ放題も月1回あるので、団体の方も満足できま
す。イケメンシェフが作る料理はおいしさ倍増ですよ～♪

リハビリテーション学科　2年

林　真由美
はやし　　　ま　　ゆ　 み

　私のお気に入りグルメスポットは職場。職場で食べるお
昼のお弁当です。本学から目と鼻の先にある、皆さんご
存じの寿加田（すがた）弁当。
　カレーうどん（650円）はささやかな贅沢。蓋を開けた
瞬間から食後の職場にしばらく漂う芳しい匂い。器になみ
なみと注がれたカレーは、額に汗がにじむほどスパイシー
です。他店の同メニューが物足りなく感じるほどパンチの
効いたミニとりめしは、ミニでもボリューム満点で400円と
リーズナブル。他にもおかずのみやライスの増減はもちろ
ん、ライスをのりかめんたい乗せにできたり、おにぎりの中

身を替えられたりと、
某コーヒーチェーン
店並みにカスタマイ
ズできるのも魅力な
ので、その日の気
分でいろいろ試して
みましょう。

川崎医療福祉資料館

三宅　久仁代
み　やけ　　く　　に　よ

　征乃屋（いくのや）について紹介したいと思います。征乃屋は焼
き鳥専門店として20年以上もの歴史がある店で、僕はここでアルバ
イトをしています。3つのコース料理を軸とし、様々な種類の焼き鳥を

提供しています。どの焼き鳥もそれ
ぞれに特徴があり、味に飽きがこ
ず、本格的な焼き鳥の味を楽しむ
ことができます。17時開店です。
晩ご飯に、お酒のおつまみに、ぜ
ひ征乃屋にいらしてみてください。
ちなみにアルバイト募集していま
す。僕たちと一緒に本格的な焼き
鳥を提供してみませんか。

リハビリテーション学科　3年

條　晋太朗
じょう　　 しん　た　ろう

　それぞれの地域にはそれぞれ固有のラーメン店がありますが、ここ
中庄には、ひときわ目立つひと味違うラーメン店があります。味は保
証付き、温かい店長が迎えてくれます。私のおすすめは、みそラーメ
ン。おいしさの秘密を知りたくて店長に聞いてみたところ、「研究に
研究を重ねている」とのこと。なるほど、コクがあってまろやかで、つ
いスープを飲み干してしまうわけだ。他にも、看板メニューのへての
やラーメン、豚骨醤油ラーメン、青ネギラーメン、鶏の唐揚げもおい

しい。自家製の薬味ニラキムチ
（無料）を麺と一緒にいただく
と、口の中でおいしさ倍増。と
にかくお店の暖簾をくぐってみ
て。おいしい匂いが立ち込めて
るから。

医療秘書学科　教授

今林　宏典
いまばやし　ひろ　のり

　この店（割烹、海鮮料理、鍋料理）は、小・中学校時代の同
窓会場として、昔から馴染んでいました。年とともに肉食系から和食
系になり、また、岡山に出かけて行くこともめっきり減り、最近、使
用頻度が増しています。
　席のスペースも広く、静かで落ち着いた雰囲気。それに、用途に
よりいろいろな部屋が用意されている（特に個室）のは、大変、使
い勝手がいいです。もちろん、肝心の料理の方も、先日、数人の

知人と行きましたが、大
変、好評でした。

入試課

和氣　誠
わ　け　　　まこと

　Bar Andante（アンダンテ）を紹介します。一見ムーディーな雰
囲気のお店ですが、意外なことにごはんががっつり食べられるんで
す。おすすめはポテトとソーセージのガーリック炒めで、スッキリしたカ
クテルによく合います。“中庄Bar麺” はシメのラーメンがわりに。未
成年の方、お酒の飲めない方にはノンアルカクテルがおすすめ！　気
さくなバーテンダーさんにイロイロ聞いて、大人の雰囲気を体験して
みましょう！（注：お酒は20歳を過ぎてから）

庶務課

角南　由佳
すなみ　　　ゆ　　か

清心女子高
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企画特集　私のお気に入りグルメスポット
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　本学周辺にはさまざまなジャンルのお店があります。中でも教職員や
学生がおすすめするお気に入りのグルメスポットをご紹介します。
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私たちの部・サークル紹介

臨床心理学科　２年　久
ひ さ

常
つ ね

　孝
た か

佳
よ し

医療福祉学科　３年　福
ふ く

島
し ま

　未
み

也
や

合 気 道 部 児童文化ボランティアサークル
「 兎 の 眼 」

　合気道部は毎週火曜日と木曜日の17：00〜19：00と土曜
日の13：00〜15：00の週3回、第2武道場で活動をしていま
す。僕たちは、年に3回昇級審査を受けるので自分がどれだけ
成長できたかも確認できます。ただ、僕たちは審査のみを目的に
活動しているわけではありません。
　合気道の魅力とは何かということを僕自身は「あくまでも争わ
ずに相手を尊重するところにある」と考えています。動画などで
いわゆる演武を見たことがある方なら一度は思ったことがあるか
もしれません。「これってわざと投げられているのではないか？」。
そういう疑問はかつて自分にもありま
した。しかし、実に合理的な動きをし
ていることに気づきました。力にも入
る方向と入らない方向があって、それ
でうまく相手を誘導し、相手の力を無
力化して自分を優位な位置にもって
いくという考え方です。だから、合気
道では力がいらない、男女問わずに
できる武道として挙げられるのです。
　楽しく稽古をしていますので、初心
者とか全然気にせず、興味があった
らいつでも気軽に見学に来てくださ
いね。

　私たち「兎の眼」は、子どもを対象としたボランティア活動を
行っています。
　主な活動として、5月にある春の子どもまつり、11月にある秋
の子どもまつりに毎年参加しています。子どもまつりは、学生が
主体となって運営を行い、子どもに楽しんでもらえる企画を考え、
子どもたちと触れ合います。今年も子どもまつりに参加してみて、
企画を考える難しさや運営をすることの大変さなど、普段経験す
ることのない貴重な体験をすることができました。
　ボランティアは裏方の仕事で大変だと思う人もいるかもしれま
せんが、誰かのために何かをすることはやりがいを感じますし、地
域の人や施設の職員の方といったさまざまな人と関わることもで
きます。また、何より
も子どもたちの笑顔
を見ると私たちも元気
をもらえるので、子ど
もが好きな人やボラ
ンティアに興味がある
という人は私たちと一
緒に活動をしましょう。

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」



医福大ではたらく人々
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　入試課の業務は、大きく分けて二つあります。一つは学部・大学院および
編入学の入学試験に関する業務です。出願から試験の実施、合格発表ま
で、ミスがあってはならないので、細心の注意が必要です。もう一つは、オー
プンキャンパス、進学相談会、高校内ガイダンス、大学案内や入試要項の
作成等、大学の広報全般に関する業務です。多様化する受験生のニーズに
対応するため、本学の情報を的確に提供できるよう努めています。進路決定
は、受験生にとって大変重要なことです。それだけに、きめ細かな対応を心掛
け、受験生の立場に立ったサポートをこれからもしていきたいと考えています。

　私たち医福大ハウスキーパー室は、今8人の整備員で、学生の皆さんが
よりよい環境で過ごせるよう、主にトイレ、廊下、ラウンジホール、更衣室、
講義室、大小合わせて47の部屋の清掃と、その他不定期で、ワックスがけ
や普段できない場所の清掃を行っています。
　午前中はフロアやトイレ、午後は教室などといったように、限られた時間で
作業効率を考えながら進め、よごれ具合により清掃のやり方を工夫すること
が必要になってきます。思っていたよりも奥が深い仕事だと感じました。

　入試課の一年は、“一喜一憂と緊張感、そして、ある種の充実感（達成感）” の
繰り返しです。願書の受け付けが始まると、締め切り日まで昨年の数字との比較の
日々です。
　入学試験の当日は、“天候はどうか”、“通常通り交通機関は動いているか”、“問
題に不適切な箇所はなかったか”、特に、一般前期は学外会場が１０カ所あり、本
当に終了まで緊張感に包まれます。それだけに、受験者数が前年度を上回り、当た
り前ながら無事に入学試験が終了したときの充実感は格別です。
　また、オープンキャンパスや校内ガイダンス・進学相談会に参加してくれた生徒さ
んが入学され、キャンパスで声をかけられたときなどは、とても喜びを感じる瞬間です。

　私たちの自慢は笑顔とあいさつです。
　そして私たちが掃除をしていると、先生や学生の方から「いつもきれいにし
てもらってありがとうございます」「お疲れさま」「ご苦労さまです」などの声を
かけていただくことがあり、とても励みになります。
　医福大ハウスキーパー室のメンバーは年齢層も幅広く、仕事以外でも教
わることがたくさんあります。今後もいろいろなことを吸収しながら、基本の仕
事プラス自分のできることを増やしていけるよう頑張っていきたいと思います。
　一つお願いがあります。ゴミの分別がときどき間違っているので、正しい分
別をよろしくお願いします。

アピールタイム

アピールタイム

　学生の皆さんの大学生活をサポートし、大学を支える
縁の下の力持ち。医福大ではたらく人々を紹介します。

仕事内容

仕事内容
医福大ハウスキ

ーパー室

入 試 課



就職活動コーナー

　最初の就職で人生が決まるわけではないが、大事な節目であるこ
とは間違いありません。
優先順位
　大学で建築を学んだ私は、その8割の学生が希望するように建
築設計を希望していました。
　しかし、現実には建築分野の募集の9割は建築施工、いわゆる
現場監督です。いくつか挑戦しましたが、当時父親が病床にあった
状況もあり、最終的には確率の高い総合建設業（ゼネコン）に就
職することになりました。設計部門に入る確率は10分の1です。案
の定、最初の職場は施工現場、1年後上司や人事に談判して内
勤技術部門、その後も希望を出し続けた結果、運よく設計部門に
欠員ができて、入社2年目に設計部に入ることができました。
専門性とネットワーク
　設計部門では専門性の高い医療福祉分野の建物設計を多く
経験し、50歳で設計事務所として独立することができました。振り
返ると、20代はいろいろと経験すること、
30代は専門性を磨くこと、40代はネットワ
ークを築くことが大事かと思います。
社会的意義と生きがい
　ある程度年を重ねると人生の生きがい
という壁にぶつかります。私の場合は「建
築設計での経験を医療福祉分野の若い
学生に伝える」という結論になり、川崎医
療福祉大学での教職に結び付きました。

　私は本大学に勤務する前は、中学校で保健体育の教員をしてい
ました。現在、学校教員はたいへん競争率の高い職なので、なか
なか採用試験を突破することができず、講師として教育現場に携わ
る期間が長くありました。その期間は立場も決して安定しているとは
いえず、いろいろと悩むこともありました。しかし、小学校や高校、ま
た専門学校など段階の違う多くの現場において児童生徒と関わる
ことができたことは、今となっては本当に大きな経験となっていると
考えています。その後、中学校で正規の教員として働く機会をいた
だき、そこからは忙しさや責任も大きくなりましたが、教科の指導だけ
でなく、担任として生徒たちの生活全般に寄り添って過ごすことは
やりがいを感じられるものでした。
　先生になりたいという希望から、大学に進学しましたが、多くの先
生との出会いを通して、大学教員として、教員養成に関わる仕事に
就くことも興味を持つようになりました。本
大学ではこれまでの経験をフルに活かして
教員やスポーツ指導者を目指す学生をサ
ポートしていけたらと思っています。
　何が自分の糧になる経験だったかは後
にならないとわからないものです。学生時代
の過ごし方もまた同じだと思います。ぜひ、
いろいろなチャレンジをしてみてください。

　以前は一般企業で電子カルテシステムを扱うシステムエンジニア
をしていました。本学の医療情報学科で学んだことを生かせる職場
を探し、ご縁があって希望の職種に就くことができました。希望の
職場に就職できた理由を振り返ると、「自信」と「経験」を持って
就職活動ができたからだと考えています。

自分に自信を！
　自分に自信のあること、好きなことなど一つでもよいので「これは
自信がある」ということをつくってください。資格取得を頑張った、こ
の分野は大好きなので深い知識を持っているといったことです。私
は取れる資格は全て取るつもりで勉強し、いくつかの資格を取得で
き自信を持って就職活動を行いました。自信のあること、好きなこと
を話すときはリラックスでき、面接でもよい雰囲気になります。

豊富な経験を！
　これから様々なことを経験してください。
実習、部活、アルバイト、ボランティアなど
大学の中だけでなく、海外旅行、課外活
動など幅広くたくさんのことを経験してくだ
さい。私は面接で、仲間と一緒に4年半か
けて四国八十八カ所を巡った経験を話し
ました。成功体験、失敗体験など「様々
な経験」から学んだことは自分の宝です。
経験と学んだことを自分の価値としてしっ
かり就職活動でアピールしてください。

　私は10年ほど前、愛知県にある基礎生物学研究所という所で
学位を取得しました。長かった学生時代を終え、やっとの思いでプ
ロの研究者になる権利を得たところです。この後、私の分野では
通称postdoc（ポスドク）という博士研究員になるのが普通です。
ポスドクは任期制で、研究者のキャリアパスにおける初めの段階と
考えられています。公募もありますが、基本的には学会や研究会等
で情報を得て直接連絡を取り、行ってきた研究の発表や面談等の
後に採用が決まります。私の場合、最終的には海外の大学と国内
の研究所で迷いましたが、研究の内容や設備等の面から、前職で
ある理化学研究所へ研究員として就職しました。留学したい気持ち
もありましたが、今後、自分の進めたい研究を追求できるかどうかを
考慮して決断しました。…と、ここまで書いておいてなんですが、私
の体験自体は参考にならないでしょうね。ただ、どんな就職活動に
も通ずる部分はあると思います。就職先を選ぶには、信頼できる情
報を得ることが大切です。当然、就いてみないと分からない部分も
ありますが、そこで働く自分とその後の人
生の展開を想像してみましょう。採用して
もらうには、心意気も大切です。とにかく
自分に自信を持つこと。時には独りよがり
な自信であっても良いと思います。自分の
中に好きな自分を見つけて、他人にアピ
ールできるようにしてください。皆さんの健
闘を祈っています。

　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。

夢と現実のジレンマ

遠回りするからこそ
　貴重な経験ができる！

　自分に「自信」と「経験」を！

好きな自分を見つけよう

医療福祉デザイン学科　教授　大
おお

戸
と

　寛
ゆたか

健康体育学科　助教　宮
みや

坂
さか

　雄
ゆう

悟
ご

医療情報学科　助教　川
かわ

﨑
さき

　数
かず

馬
ま

臨床工学科　講師　竹
たけ

内
うち

　雅
まさ

貴
き
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キャンパスインフォメーション

　6月16日（日）今年度第1回目のオープンキャンパスを開
催しました。
　当日は前日までの雨もあがり天候に恵まれ、受け付け開始
の1時間前から来られる方 も々おられ、県内・中四国を中心
に昨年度より12名増えた760名と大変多くの方々が参加さ
れました。
　午前10時から川﨑祐宣記念講堂で開会行事が行われ、
椿原学長は挨拶の中で、“医療福祉” とは何かを具体例もま
じえながら細かく説明され、その後、本学の各学科の概要に
ついても力を入れて話されました。参加者の皆さんも本学に
ついてより興味を持ち、また理解を深められたことと思います。
引き続き、松本入試部長から「2014年度の入試概要」に
ついてスライドを用いた分かりやすい解説があり、参加者は真
剣な表情で聴き入っていました。
　学科・専攻ごとで2回開催の「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。「学科説明・実習室見学」では、教員や

　本年度の学会総会と第44回研究集会が、6月19日（水）
13時から本学10階大会議室で開催されました。総会では新
会長に椿原彰夫学長が選出され、昨年度の事業報告をはじ
めとする審議事項がすべて承認されました。総会終了後引き
続いて、川崎医療福祉大学FD・SD委員会との共催により、
第44回研究集会が開かれました。外部講師による「多職種
連携及びそのための教育のあり方について」をテーマにした2
題の講演が行われ、教職員、学生含め102名が参加し、「多

学長講話 学科説明（リハビリテーション学科）キャンパス見学ツアー 実習室見学（臨床工学科）

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、充実した時
間を過ごした様子でした。
　毎年好評の川崎医科大学附属病院見学ツアーも169名
の方々の参加があり、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。
　「学食体験（無料）」では、学生食堂またはベーカリーカ
フェのどちらか一方で、自慢のメニューを賞味してもらいました。

「キャンパス見学ツアー」、「入試、就職、編入学等相談コ
ーナー」にも多くの方々の参加がありました。
　第2回目は8月4日（日）に開催します。参加された方々に
十分満足していただけるオープンキャンパスとなるよう、一層
の内容の充実に努めたいと思っておりますので、ぜひご参加く
ださい。

職種連携」への関心を深める機会となりました。

　「IPE、その実践とカリキュラムの開発」   
　　滋慶医療科学大学院大学　医療管理学研究科

　　教授　田村 由美 先生
　「IPWの実践」
　　神戸学院大学 総合リハビリテーション学部

　　教授　古川　　宏　先生

2013　第 1 回 オ ー プ ン キ ャ ン パ ス 開 催

平成25年度　川崎医療福祉学会総会 及び 第44回研究集会（講演会）開催
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　本年度も6月11日（火）、16日（日）から6月21日（金）まで「福文祭」
が行われました。
　これは毎年、学友会文化会主催で行っているもので、今年は写真
部、放送サークル、軽音楽部、茶道部、ウインドオーケストラ＆手話
サークル、華道部、邦楽部、川崎医療福祉大学学生赤十字奉仕団
R.C.Y.Willが、それぞれ4階展示ホール、第5クラブ室、2階インフォメ
ーションホール、講義室等を会場に日頃の活動の成果を発表しました。

開催日

　10月19日（土） 
14：00～15：30
  　
 後期：
10月8日・15日
22日・29日  
（火曜日） 
10：00～12：00

テーマ及び内容

においと味の不思議

　
　　中高年者のための水中運動

講　師

　

教授
秋定　健

　
 　
教授
小野寺　昇

対　象

一般
医療従事者
在学生

　
　

地域の皆様

定　員

なし

　
　

各30名

学　科

感覚矯正

 
健康体育

学　部

医療技術

 
医療技術

参加費

無料

　
1回
500円

場　所

　

講義棟
2601教室
　

　
医福大
温水プール

連　絡　先

感覚矯正学科
TEL. 086-462-1111
内線　54904
（担当：長江）
（申込不要）
　健康体育学科
TEL. 086-462-1111
内線　54531
（健康体育学科実習室）
締切　セミナー各日の前日

●上記の内容は、本学ホームページでもご覧いただけます。
　（川崎医療福祉大学公開セミナー
　　　　　　　http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/extension/03-01.php）
●本学の公開セミナーはすべて、岡山県生涯学習大学連携講座として登録しております。
　（岡山県生涯学習大学　http://www.pal.pref.okayama.jp/nobi/index.htmll）          
●お車でお越しの場合は、駐車場について申込時に各学科で詳細をお尋ねください。
　お問い合わせ代表番号：川崎医療福祉大学　〒701-0193 倉敷市松島288番地
　　　　　　　　　　　　TEL.086-462-1111（代）          

平成25年度　公 開 セ ミ ナ ー 開 催 一 覧

福 文 祭 開 催

学 会 等 開 催（ 予 告 ）
障害者スポーツ教室（水泳）
中高年健康・スポーツ教室
平成25年度 医療福祉デザイン学科講演会
自閉症特別講座
岡山県栄養士会生涯学習研修会
岡山県栄養士会生涯学習研修会
サタデー糖尿病セミナー調理実習
中四国視能訓練士会研究会
日本医療秘書実務学会全国大会
岡山県病院協会病院職員バレーボール大会
中高年健康・スポーツ教室
岡山県栄養士会生涯学習研修会
岡山県言語聴覚士会主催「おかやま言語まつり」
自閉症児のための水中運動教室
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会
日本実験動物技術者協会総会
中高年健康・スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座
日本運動処方学会
障害者スポーツ教室
自閉症特別講座
中高年健康・スポーツ教室
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座

7月13日
7月20日
7月20日
7月22日
7月27日
8月3日
8月3日
8月18日
8月24日〜25日
8月25日
8月31日
8月31日
9月1日
9月7日
9月22日〜23日
9月27日〜28日
9月28日
9月28日
9月30日
10月5日
10月7日
10月19日〜20日
10月19日
10月21日
10月26日
10月28日
11月9日
11月11日
11月16日
11月18日

《取組目標》
⃝空調機のフィルターをこまめに掃除し、消費エネルギー

を減らします。
⃝電気、ガス、水道、重油等の燃料の使用量を毎月チェ

ックし、省エネルギーに役立てます。
⃝両面印刷、両面コピーや使用済み用紙の裏紙の再利

用などにより紙の使用量を減らします。

★岡山県地球温暖化防止活動推進センターが募集する
　「アースキーパーメンバーシップ」に登録しました。

　地球温暖化防止のため次のことを守りましょう！
★冷房の温度は26℃以上とする（暖房は22℃以下）
★冷暖房のスイッチ、電気のスイッチは必要ない場合、必ず切る
★無駄に学内に残ることのないようにする
★ゴミの分別を心掛ける
★ブラインドによる光遮断の励行




