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卒業生に贈る言葉

　「にこにこ元気で一生懸命魂込めて」。この言葉は私の母が小学生の時に、校長先生から教えてもらったそうです。
私はこの言葉が気に入っており、「まごころ教」と名づけています。「魂込めて」の部分が大事で、仕事や仕事仲間、
さらにはお客様、対象者、製品に対して誠実に、愛情を込めて対応することを、一言で「まごころ」と呼んでいます。
特に若いうちは経験が乏しい分、誠実に、愛情を込めて仕事をしたいものです。

　私の新採研修は「若い時の苦労は買ってでもしなさい」で始まりました。専門職になっていく過程で、避けて通れな
い課題が立ちはだかってきます。困難な事象を避けずに乗り越える努力や工夫を、仲間や先輩、家族などの支援を得
ながら一つ一つ解決し、自己解決能力を持つ社会人として育ってください。そして、職場で見つけた課題を大事にし、
専門職としてのキャリア発達を目指す自己研鑽の一つとして、大学院に帰ってきてください。

　“目”と言っても、ここでは “視点”。自分と、物事や状況との関係を客観的にとらえる視点は大切ですね。
　元女子柔道の「柔ちゃん」こと、谷亮子さんは、試合中に3人の私がいたと話しています。対戦相手と組んでいる
私、冷静に自分に問いかけ客観視する私、全体を高所から眺め、相手の反応や場の雰囲気を判断している私です。
この視点は、心理学で言う「メタ認知」。「今、自分はこんなふうに行動しているな」、「今、周りとこんな関係にあるな」、

「今、自分はイライラしているな」と “分かる” など。
　この視点は、職場や家庭などでより冷静な判断を下し、より良い人間関係を築く助けになるでしょう。

　私自身の経験から皆さんの卒業後の仕事や生活において、言えることはふたつあります。ひとつは、同じことの繰り
返しであっても年月を積み重ねてみることです。それは、周りに同じように苦労している人たちとの輪と絆を創造していき
ます。そしてそれを礎にして仕事や生活が続けられていくことになります。もうひとつは、諦めかけた時に不思議と運命を
変えてしまうような出会いや転機に遭遇するということです。どうしようもない時でもじっと待ってみてください。待ちくたび
れることもあるかもしれませんが、その時は必ずやってきます。

魂込めて

若い時の苦労はやがて花咲く

“柔ちゃん”の“目”で

必ずやってくる「運命的な出会い」と「転機」
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医療福祉の理念を心に

　「本学の教育の目指すところは良き医療福祉人を育成することにある」と、私が種々の場面で
伝えるようになって1年になります。卒業して旅立たれる皆さんの中に、その言葉が届かなかったと
いう方がいたとしても、やむを得ないと思います。そのために、医療福祉とは異なる分野の職業を
選択された人がいることも当然です。しかし、医療福祉の学問は、すべての学生が学んだはずで
す。ぜひ、卒業後も病気に罹患した方々のお気持ちへの共感と、障がいをもつ方 ・々ご高齢の
方々へのQOL向上の意識を忘れず、生涯にわたって医療福祉を考え続けてください。
　皆さんの輝かしい未来に釘を刺すようですが、職場は決して楽しいことや愉快なことばかりではありません。学生時代には勉学の
日々が苦しかったとはいえ、クラブ活動や余暇活動、友人との交流など、楽しいことが多かったはずです。職場では10日以上の
夏休みもなければ、徹夜で友人と語り明かすことも困難です。そんな人生の日々において、幸福感を持って職業に取り組むために
重要なことは、仕事を継続するための目標を自分自身で定めておくことです。たとえば、「時代に即した最良の医療福祉サービスを
提供し続けること」が自分の目標であったとすれば、その目標を最後まで貫徹してほしいと思います。職場でどんなに辛い出来事を
経験したとしても、その目標に向かって取り組む気持ちは誰にも妨げることはできません。仮に卒業後1年にして職場を変更したい
という悩みが生じたとすれば、ぜひ予め設定した目標を思い起こし、目標の達成が得られるかどうかを自問自答してください。目標を
抱いて仕事に邁進することは、職業奉仕という観点においても重要です。職業奉仕とは、職業を通じて世の中に貢献し、地域社
会のニーズに応えられるよう努力を重ねるということです。その結果、地域社会から尊敬と信頼、信用を得ることができ、そのこと
が自らの心の豊かさを認識することに繋がると信じています。
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ご卒業おめでとうございます

　皆さんはやさしさをかたちにするデザインを考えて4年間を過ごされました。その経験を十分に生かし、これから始まる
それぞれの職場で、それぞれの立場で挑戦し続けてください。デザインの仕事はクライアントの『お手伝い』でもありま
す。辞典を引くと『おてつだい』の横は『おてのもの』とあります。「なれていて、わけなく出来ること（技）」と意味が
書かれています。「何かお手伝いはありませんか？」と、常にクライアントを大切に気遣い、常に「技」を生かしながら
元気に活躍されることを期待しています。

　医療はますます高度専門分化し、また、一方では、病院完結型から地域完結型の医療になっています。医療は福
祉や介護の領域とも連携し、チーム医療を構成する関係者や組織はどんどん広がります。その分、コミュニケーション
チャネルもn（n-1）/2で増加します。そうした中にあって、当大学で学び、病院実習で鍛えられた皆さんは、てきぱきと
業務を実行し、医療現場でもその能力を遺憾なく発揮することでしょう。医療現場になくてはならない人になる。さあ、み
なさんのデビューです。

　社会に出れば、皆組織の人間になり、この中で活躍するためには、周りの人からの信頼を得ることが必須の条件と
なります。
　卒業に際して、皆さんに「日頃の努力を忘れずに！」という言葉を贈ります。信頼を築き上げることは容易なものでは
なく、長期間を要します。信頼を築き上げるための基本は、この言葉を実行することであろうと考えています。ぜひ、試
みてください。老婆心ながら、信頼を得るためには相当な時間が必要でありますが、これを失うのは一瞬であることに気
をつけてください。
　最後に、皆様のご活躍を祈ります。

　今日の社会は大変なスピードで変化しています。最先端の技術でも数年で新たな技術や製品にかわってしまいます。
皆さんが4年間で学んだ知識も年を経るにつれ、どんどん古びていきます。これから先の皆さんが踏み込む社会は、多
くの情報に満ちており、その中から重要なものを選び出し、自分の頭で考えることができるかが大切です。大学の4年
間はそうした能力を身に付けた場であると思います。新たな社会に果敢にチャレンジしてください。

りっぱな　―お手伝い―

医療現場になくてはならない人になる

日頃の努力を忘れずに！
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医療福祉経営学科長　松
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　中島みゆきの「糸」の一節です。歌詞はその後、“横の糸は私” と続きます。皆さんはこれから多くの人と出会い、
絆を結び、多くの人とかけがえのない物語を紡ぐことでしょう。その織りなす布はいつかきっとだれかの傷をかばい、だれ
かの心を温めることでしょう。多くの患者さんや障害をもった方、そして利用者の方々が皆さんの支援の手を待っていま
す。さあ、夢に向かって一歩一歩力強く前進しましょう。

　人生には、いろいろな節目があります。それはゴールでもありますが、次の新しい希望や夢の出発点になります。よく
マラソンに例えられます。苦しくてあきらめたい時が何度となくありますが、夢がかなうと次の目標ができ、また走りたくなり
ます。そんな人生をより楽しむ方法として、新しい趣味にチャレンジしていろいろな事を体験しようという人もいます。上
手にギアチェンジをして、人生を2倍楽しんでください。ご活躍を！

　私もいろいろな方から人生を教わってきました。人生を考えるうえで最近大切にしていることがあります。20歳までは
社会に出る準備をする。その後の40年は社会に出て働く。残りの人生は次の世代にいいものを送り、魂を浄化する
ためにある、といった経営者がいます。私もそのように生きていきたいと思います。その人生を送るにあたり、人間の幸
せとは　1．人から愛されること、2．人に褒められること、3．人の役に立つこと、4．人から必要とされることだと思いま
す。人生の大先輩のこの言葉を贈ります。

縦の糸はあなた…

人生を2倍楽しむ

人間の幸せ

リハビリテーション学科長　渡
わた

邉
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臨床栄養学科長　寺
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健康体育学科長　長
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社会人として新たなチャレンジを！



フロリダ大学

研究室訪問　　感覚矯正学科

〈趣味〉
　絵画鑑賞、旅行、城・城址めぐりなど。
　これまでに訪問した城、城址は85カ所になりま
す。最新の訪問地は大分県の日

ひ

出
じ

城址（別名：
暘谷城）ですが、
管理が行き届い
て、資料も準備さ
れて、久しぶりにA
ランクの評価をしま
した。これまでに
Aランクの評価を
したのは熊本城と
姫路城です。もち
ろん地元の備中
松山城も素敵で
す。ゼミの学生と
一緒にハイキング
をしました。

〈好物〉
　何よりもビール！そしてジャガイモというと
ドイツ料理を想像しますが、どんな国の料
理でも大丈夫です。好き嫌いなし。これま
でに外国旅行をして食べ物で困ったこと
はありません。
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1947年生まれ　栃木県出身
〈学歴・略歴〉
1969年　　日本社会事業大学社会福祉学部・

　児童福祉学科卒業
1969年～　伊豆韮山温泉病院・言語治療室勤務
1975年～　有馬温泉病院・言語療法科勤務（リ

ハ部長・言語療法科長兼務）
1998年～　川崎医療福祉大学医療技術学部・

感覚矯正学科　教授
〈学位〉
1986年　　兵庫医科大学（医学博士）
〈資格〉
1998年　　言語聴覚士免許
〈認定〉
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士
LSVT（リー・シルバーマン法）認定
日本顎顔面補綴学会認定言語聴覚士
〈専門分野・研究テーマ〉
摂食・嚥下障害（舌圧と嚥下機能、高次脳機能と
嚥下障害など）
運動障害性構音障害（舌圧と構音機能）
音声障害（dysarthriaの音声の問題）
〈所属学会・役員等〉

日本言語聴覚士協会　会員
岡山県言語聴覚士会　監事
日本音声言語医学会（監事、講習会企画委員会
委員長）
日本高次脳機能障害学会（評議員、高次脳機能
全国実態調査委員会委員）
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会（理事、評
議員、用語検討委員会委員、岡田澄子記念国際
研究基金委員会委員長）
日本顎顔面補綴学会（理事、評議員、学術委員
会委員、学際連携委員会委員）
日本口腔ケア学会（評議員）
日本嚥下障害臨床研究会　世話人
〈海外研修〉
　これまでに、計7回、ほぼ1年おきに日本国内の
言語聴覚士、医師、看護師、管理栄養士を率い
て、米国フロリダ大学、フロリダ州立大学の言語聴
覚療法分野を訪問する研修を実施してきました。米
国の最新の情報を入手するばかりでなく、実際に目
で見ることでさまざまなことを学んでいます。

⃝嚥下障害に興味があり、熊倉ゼミで勉強し
たいと思ったから。（小

こ

松
ま つ

　愛
ま な

美
み

）（詫
た く

間
ま

　
智

ち

菜
な

津
つ

）（井
い の

上
う え

　千
ち

絵
え

）
⃝高校生の時に、熊倉先生の出ている本を

読み、この先生について学びたいと思った。
それに、オープンキャンパスで父も一緒にお
話ができて、一層強く思い、嚥下について
詳しく学びたいと考えた。（西

に し

岡
お か

　未
み

紗
さ

）
⃝熊倉先生の授業で構音障害に興味を持っ

たから。（柳
やなぎ

本
も と

　真
ま

弥
や

）
⃝構音に興味があったから。（白

し ら

井
い

　美
み

咲
さ き

）
（国

く に

岡
お か

　真
ま

奈
な

美
み

）
⃝摂食・嚥下障害や構音障害に興味があり、

詳しく研究したいから。（小
こ

林
ばやし

　春
は る

奈
な

）

ゼミを希望した理由は？

21期生
ゼミの学生から

　熊倉ゼミでは、摂食・嚥下障害、運動障害性構音障害（dysarthria）、器質性構音障
害、音声障害などを主な対象として、言語聴覚士に必要な知識、技術の習得、またこれら
に関連する基礎的、臨床的研究を行っています。特別な実験室はありませんので、6階言
語資料室などで、必要に応じてデータ収集や分析を行っています。
　ゼミでは、それぞれの学生が興味・関心を持ったテーマに沿って、具体的に研究内容を絞
り込み、時間をかけて実験、研究計画を練りあげ、論文を読むなどしながら、分析、考察を
進めていきます。
　また、教授が臨床指導に行っている病院等の見学をゼミ中心に行っているので、言語聴
覚士の臨床現場をたくさん体験することができます。具体的なSTのイメージを確認したり、膨
らます上で役に立つはずです。

熊倉ゼミ

熊
くま

倉
くら

　勇
いさ

美
み

特任教授

プロフィール

熊本城

備中松山城

日出城址



⃝データをまとめるまでがとても大変でした。でも、とても良い経験に
なりました。

　　　（小
こ

割
わり

　貴
たか

博
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）（三
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島
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）（多
た
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　晴
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香
か

）
⃝論文を読むのに、難しい用語もあって理解するのに時間がかか

り、とても大変でした。
（高

たか

田
た

　彩
さ

織
おり

）（辰
たつ

巳
み

　華
はな

）（足
あ

立
だち

　麻
ま

里
り

）
⃝データの分析、統計処理、それにスライドを完成させるのが大変

でした。
（濱

はま

口
ぐち

　あい華
か

）（玉
たま

田
だ

　望
のぞみ

）
⃝具体的に研究テーマを考えるのが大変でした。

（小
こ

見
み

山
やま

　和
かず

也
や

）（中
なか

島
しま

　隆
たか

寛
ひろ

）

⃝先生の元気の源
みなもと

はな
んですか？

（白
し ら

川
か わ

　卓
すぐる

　13期生）
　何と言っても、親か
らいただいたDNAで
す。父は80歳まで現
役でタフな人でした。
それに、メッセージで

も書いたように、知りたがりは母親ゆずりです。
⃝お孫さんに、何を買ってあげましたか？

（西
に し

岡
お か

　明
あ

日
す

香
か

　18期生）
　2人目の孫が生まれたばかりですが、まだ「何が欲しい？」と聞
いても答えられませんから、お祝い金をあげました。1人目の孫に
は、絵本やアンパンマンシリーズの玩具をよく買ってあげています。

⃝若い頃にやっていて良かったこと、やっておけば良かったことがあ
れば教えてください。（矢

や

野
の

　実
じ つ

郎
ろ う

　13期生）
　　若い時にBerlitzで英会話を学んだこと。費用はとても高かっ

たけれど、マンツーマンで絶対日本語を使えないという状況で、苦

しんだおかげで、度胸がつきました。それから、若い時に読まない
と、感じられない、響いてこない小説があると思いますが、そう
いった小説を読むタイミングを逸してしまったこと。

⃝臨床で思い出に残っている出来事には、どんなものがありますか？
（横

よ こ

山
や ま

　友
と も

徳
の り

　17期生）
　　たくさんあって、書ききれませんが、若い構音障害の患者さん

に、良かれと思って「これ以上は治りませんから、早く次のことを
考えたらいかがですか？」と伝えたところ、誤解されたことは、とて
もショックで辛い思い出です。同様の経験はもう1回あるのです
が、患者様から「治りますか？」と尋ねられた時には、基本的に
ポジティブに答えるべきであると、それからは考えています。患者
様や家族の希望をふみにじってはいけないし、嘘をついてはいけ
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い し

井
い

　桃
も も

子
こ

　19期生）
　これもメッセージで書きました
が、本当に良かったと思っていま
す。もしSTになっていなかったら、

「国語の先生」になっていたかも
しれません。あるいは「考古学の
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教員とゼミの学生による対談

⃝研究という面から障害を見る経験ができること。また、ゼミでの経
験が臨床場面で生かせること。（縄

な わ
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ち
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梨
り

子
こ
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いろいろな病院や施設に行って貴重な体験ができたこと。
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い

並
な み

　祐
ゆ う

子
こ

）（右
み ぎ

田
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⃝嚥下について、講義以上に楽しく勉強できること。わからないこと
を直接教えていただけること。それに、熊倉先生や先輩と仲良く
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て ら

本
も と

　沙
さ

耶
や

香
か

）
⃝熊倉先生や先輩からも、質問をすると丁寧に教えていただけるこ

と。ゼミ先輩の人数が多く、楽しい。（保
や す

田
だ

　陽
あきら

）（藤
ふ じ

井
い

　知
ち

花
は な
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教員からのメッセージ

ゼミで大変だったこと

熊倉先生
　への質問

ゼミで良かったこと

20期生　　　　ゼミの学生から

　私は大学で社会福祉の勉強をしながら、途中で「言語障害」に強い興味・関心を抱き、方向転換をして、この道に入りました。
まだ1960年代で「言語聴覚士」の国家資格がなかった頃です。最初は成人吃音の臨床、次いで失語症、運動障害性構音障
害、機能性構音障害、やがて器質性構音障害（口腔・咽頭がん術後）、音声障害、それに、しばらくしてから摂食・嚥下障害へ
と自分の専門領域を広げてきました。進んで来た道を振り返ると、「発声発語・嚥下障害学」という領域を45年もかけて学んだこ
とになります。有難いことに、私は、言語聴覚士の仕事に強い興味・関心を抱き、今でも飽くことがありません。
　思い起こすと、小学生の頃は「俳句クラブ」「絵画クラブ」「歴史クラブ」に在籍し、石碑の拓本とりや、スケッチ旅行をしたり、
貝塚、古墳、城址めぐりなどをしていました。中学生になると「生物クラブ」で陸産貝、サンショウウオ、蝶などの研究に取り組みま
した。要するに、何でも知りたがりで、次から次へと疑問の膨らむ人間なのです。それが、今でも続いていると言って良いでしょう。
　私には、この道を導いてくださった恩師と呼べる先生が何人もいますが、人との出会いの大切さをしみじみと思います。大学2年
生の時に、言語障害の本を読んで、「この本の著者に会いたい！」と思って、大胆にも電話をかけると、その先生は私に会ってくだ
さいました。自分で、この世界のドアをノックしたとはいえ、その時、私の「言語聴覚士」へのドアは開かれたのです。
　皆さんには、自分が本当にやりたいことを見つけて、その道を導いてくださる先生と出会うことを目指してほしいと思います。「人に
やらされることではなく、本当に自分がやりたいこと」は、強く、しかも持続するエネルギーになります。それに「先生」は、迷った時
に進むべき道を示してくれるでしょう。
　人に、社会に役に立つ仕事である「言語聴覚士」という仕事に、胸を張って取り組んでほしいと思います。

ゼミの卒業生から



　海外研修を経験して何カ月かたちますが、現地で経験したことは今でも鮮明に覚えていま
す。たくさんの出来事の中でも、ホストファミリーとルームメイトのシャンテルと過ごした日々の
中で、日本という国を客観的に感じ取ることができました。
　ホームステイでは異文化に触れることが目的の一つです。最初は生活習慣、言語、価値
観の違いに少し戸惑いがありました。しかし、現地での生活に少しずつ慣れることで、自分
が考えている「当たり前」のことを当た
り前と思わないこと、自分の価値観を相
手に伝えることの大切さを学びました。
　また、ステイ期間中には、フィギュア

スケートの世界選手権が開催され、ホストマザーが録画してくれたものを夕食時
に一緒に見ました。ホストマザーが日本の選手について知っていたこともあり、
フィギュアスケートは共通の話題になっていました。私も自発的に話しかけ、シャ
ンテルも日本の選手に興味を持ってくれたことは嬉しかったです。このとき、自ら
が言葉を発することができたのは経験の蓄積だと思っています。
　海外での生活はさまざまな捉え方・考え方があることを教えてくれました。同
時に、母国についてもっと知ることが課題になりました。

臨床心理学科　3年　久門　ありさ
く　 もん

　H.I計画という専門分野の授
業で倉敷スイートホスピタルさん
にご協力していただきました。
H.I計画をきっかけに、院内にあ
るフレンチレストラン「シャルル」
の料理長ムッシュ湯浅さんから、
たまごかけご飯専用の醤油ラベ
ルのデザインを依頼されました。
醤油ラベルのデザインは今まで

したことがなかったので、醤油のラベルがどうなっている
かなど調査した上でいくつか提案させていただきました。
実際提案したものについて意見を出し合い、より良い商
品にしていくために、何度もブラッシュアップを重ねてい
る段階です。提案していく中で、依頼されたもの+αでク
ライアントさん（この場合はレストランの方）の思いを大
切に提案していくことがとても大切です。しかし、病院を
利用される患者さんやご家族の方に手に取ってもらえる
ことが一番重要なので、もっと市場についても勉強しな
ければいけないと実感しました。今回の活動を通して、ク
ライアントさんに納得していただくためには、どのようにプ
レゼンをすればより効
果的なのか、勉強さ
せていただきました。
これからもデザインに
かかわらず、いろい
ろな活動を通して自
分の能力を磨いてい
きたいと思います。

医療福祉デザイン学科　3年　宮井　珠美

く　 もん

ルームメイトのシャンテルと
研修最終日に（右が筆者）

カナダヴィクトリア大学短期語学研修で学んだこと

　川崎医科大学附属病院の医療資料部（病歴）という部署で実習させていただきまし
た。ここでの主な業務は退院患者の電子カルテの点検、フィルムや紙の入院診療録の
抽出・貸し出しです。電子カルテの点検では、医師でないと記述できないところや看護
師や事務職員でも書くことができるところなどあり、職種によって機能が制限され、適切に
管理されていることを学びました。また、電子カルテにはインフォームドコンセント（患者へ
の説明と同意）や検査結果などの書
類がスキャンされ、適切に保存されて
いました。フィルムや紙の入院診療録
の抽出・貸し出しでは、他部署や医
師などから依頼がくるので、倉庫から

入院番号やカルテ番号をもとにフィルムや紙の入院診療録を抽出し、貸し出す
という作業を行いました。現在は電子カルテの導入によりカルテ番号と患者ＩＤ
が共通となり、情報管理が容易になっています。
　6週間という長い実習期間ですが、自分なりに常に問題意識をもち、積極的
に実習に臨むことでとても意義深いものになりました。実習を終えて、あらため
て医療従事者として病院に勤務したいという思いを強くしました。

医療情報学科　3年　藤原　梨奈
ふじ　わら　　　り　　な

実習で学んだこと

人の思いを大切にした
デザインを学んで

みや　　い　　　　たま　　み

　この1年を振り返り、い
ちばん思い出に残っている
のは、大学生活で最も力
を入れてきたチア生活の
集大成となる定期公演で
す。夏休み返上で練習に
励み、幹部としての仕事も
あり、本当にチア漬けの
毎日でした。最初からうまく

いくことばかりではなく、悩み、ぶつかりあい、励ましあい、
嬉しいことも苦しいこともともに乗り越えてきたSMILES
の仲間は宝物です。みんなでひとつのものを創りあげて
得た達成感は何ものにも替えられません。
　また、いつも応援し支えてくれた家族や友達、優しく
見守ってくださった保野先生、厳しくも優しく指導してくだ
さったOGの先輩方、地域の方々…誰一人欠けてもこ
の定期公演の成功はなかったと思います。たくさんの人
に支えられているのだなと感じました。
　SMILESのみんなと、こうやってがむしゃらに何かに取
り組むことはもうないのかなと思うと少し寂しいですが、チ
アを通して身に
つけた「元気・
勇気・笑顔」や
困難に向き合い
乗り越える力は、
これからの人生
でも必ず役に立
つと思います。

健康体育学科　3年　八木　詩織

く　 もん

チアリーディング部「SMILES」
　　　定期公演で得たもの
チアリーディング部「SMILES」
　　　定期公演で得たもの

や　　　ぎ　　　　し　　おり

企画特集　キラリ！　私の大学生活トピックス
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皆さんの学生生活の中で、キラリ！　と輝く体験は何ですか？
その体験を通して学んだこと、得たものを紹介していただきました。
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平成25年度　功労賞表彰式

　平成25年度功労賞表彰式が、平成26年1月22日
（水）15時30分より川﨑祐宣記念講堂において開催さ
れ、個人33名と14団体が表彰されました。
　受賞者を代表して学園祭実行委員会委員長　兼松優里
さんが、椿原学長より表彰状と記念品を授与されました。
　引き続き、体育会会長　三宅麻衣子さんより、1年という
短い期間だったが、身近で支えてくれている仲間たちの有難
さを再認識するとともに多くのことを学び得ることができ、こ
の貴重な体験を今後に生かしたい旨の受賞に対する謝辞
が述べられました。
　表彰後、学園祭実行委員会、男子バレーボール部など
受賞代表4団体より映像などのパフォーマンス（活動状況
の報告）が行われ、お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、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。

※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。
　（平成25年度功労賞受賞者はp.12へ）



医福大ではたらく人々
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　「事務室のなんでも屋さん」。庶務課を一言で（かわいらしく）言い表すと、
この表現がよいかもしれません。というのも、庶務課の業務は多岐にわたり、
幅が広いからです。教授会等の委員会のとりまとめ、教員・非常勤講師の人
事手続き、補助金・助成金関係、各種統計・調査関係、出納管理・出張
旅費等の経理関係の業務などなど、様々あります。学生の皆さんに直接関わ
る業務としては、卒業式・入学式の準備や、施設使用や物品貸し出しの手続
きに関すること等があります。このように、多種多様な内容ですが、事務室の
なんでも屋さんとして、様々な方面から大学を支えていきたいと考えています。

　私たちは、同窓会役員の方々によって決定された年間行事予
定に従って業務を行っています。その中で、在学中の皆様のお
目にふれやすいのは、大学祭でのホームカミングデイ開催や卒
業時の同窓会記念品や終身会費納入のご案内でしょう。それ
以外には、卒業後の支部会のご案内や同窓会ホームページの
更新などがあります。そして、業務の遂行にあたり細心の注意を
払って管理しているのは、皆様の個人情報と会費です。大学の
ご協力のもと、幾つものチェック機能を設け、慎重に取り扱って
います。皆様と直接お話しする機会があまりないのが残念です
が、大学内8階におりますので、気楽にお声をかけてください。

　「なんでも屋さん」である庶務課の業務は多岐にわたるため、他
部署の職員や教員と関わりをもつ機会がよくあります。例えば、統
計・調査関係の業務では、データ作成を他部署に協力してもらう
こともありますし、卒業式・入学式の設営では、力自慢の職員の
協力も必要になります。また、教員の方 と々は、各種委員会など、
様々な場面で関わりをもち、大学のあらゆる情報が庶務課に集
まってきます。このように、他部署の職員や教員と多く関わること
は、それだけ強い責任感を持たなければなりませんが、大学の歯
車の中心となることに大変やりがいがあり、人間関係も深まります。

　同窓会の発展を望んでやまない、2名の川崎学園出身者で仕事をし
ています。同窓会とは「川崎医療福祉大学同窓生」という共通項のも
とに、気兼ねなく立ち寄り、思い出を語り、大笑いできる、かけがえの
ない居場所の一つだと考えております。同窓会のご案内は全員の方に
させていただいておりますが、終身会費の納入により、同窓生向けの
様々な情報やご案内を載せた広報誌を送付させていただくことが可能に
なります。どうぞ、今後とも、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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。

仕事内容庶 務 課

同 窓 会 仕事内容



就職活動コーナー

病院
香川県
診療情報管理士

以前から病院に勤めたいという目
標がありました。縁あってこの大学
に進学し、「診療情報管理士」の
資格を取得しました。仕事の性格
上、患者さんと接することは少な
いですが、人の生活基盤となる「健
康」を支えるために、個人情報を
適切に管理する仕事を通じて、患
者さんを見守りたいと思いました。

先方にアポイントを取り、病院見
学を複数回させていただくこと
で、就職意欲を示してきました。
役立ったことは、職場環境を知
り志望動機が明確になったこと、
そして何よりも先方に熱意が伝
わったのではないかと思います。

諦めないことが大切だと思いま
した。「失敗して努力したけど
報われなかった。だから、もう
辞める」ではなくて、もう一度
頑張ってみてください!　何ら
かの形で得られるものが必ず
あると私は信じています。道
（方途）は必ずあります! 

医療秘書学科
髙橋　祐里奈

質問項目 たか　 はし　　　　 ゆ　　り　　な

病院
広島県
作業療法士

3年生　合同説明会に参加
4年生
　5～8月末　長期実習
　 9～10月　病院見学、説明会
　　　11月　採用試験（内定）

自分の行きたいと思った病院
には積極的に見学に行き、病
院の雰囲気や仕事の内容など
を見てくることが大切だと思い
ます。悩んだときは、友人、家
族、先生方に相談し、一人で
ためこまないようにしてくださ
い。頑張ってください。

リハビリテーション学科
平山　美沙子
ひら　 やま　　　　 み　　さ　　こ

社会福祉法人（高齢者施設）
広島県
相談員

小学校の頃、祖母が認知症に
なったのをきっかけに高齢者の
分野に興味をもち、様々な専
門職を調べていると社会福祉
士という職業に出会いました。
大学で勉強していくうちに、在
宅で生活している高齢者の支
援をしていきたいと考えるよう
になりました。

３年生　　　２月　福祉就職
　　　　　　　フェア参加
４年生　４～５月　各施設の見学
　　　６月下旬　採用試験
　　　　　７月　内定

内定をいただいた施設の求人
が思っていたより早く出たの
で、その施設を受けるべきか
悩みました。短い期間で様々な
施設を見学したので、焦ってい
ろいろなことがうまくいかない
日々がありました。ゼミの先生
に相談することによって落ちつ
いて考えることができました。

気になった施設は積極的に自
分でアポをとって施設見学を行
いました。
自分の目で実際に見て、雰囲
気を感じることで自分自身が納
得して施設を選ぶことができた
と思います。

就職期間中は忙しかったけれ
ど大好きな音楽やDVDで元気
を出していました。

就職活動は、実際に気になった
施設・病院を見学して話を聞くこ
とがとても大切だと思います。そ
れはなるべく早い時期に行うこと
がオススメです。悩んだりしたと
きは、先生や家族などに相談し
てアドバイスをもらってください。
焦らずに頑張ってください。

医療福祉学科
藤井　郁美
ふじ　　い　　　 　いく　　み

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。

私は中学時代から母が勤める老人
保健施設で、ボランティアをする機
会が何度かありました。その中で人
と関わることの楽しさやむずかしさ
を学び、高齢者や障害を持った方々
のサポートをしたいと思うようになり
ました。そんなときに母の紹介でこ
の職業を知り、自分もOTとして働
き、人の役に立ちたいと考えました。

就職を考えること、学力試験
の勉強、卒業論文の作成、面
接などの練習を同時進行する
ことが大変でした。履歴書の
書き方、面接練習など、就職
支援センターを積極的に利用
したり、友達にアドバイスをも
らうことで、心に余裕ができま
した。

自分が働きたいと思った病院
に積極的に見学に行き、そこ
でも就職活動が始まっていると
いう気持ちで、あいさつ、服
装などのマナーをきちんとした
り、積極的に質問するなどし
て、伺いました。

好きな音楽を聞きながら、リ
ラックスして病院の試験へと向
かいました。お守りは母からも
らったもので、ポケットに入れ
て試験に臨みました。

2・3年生　  　病院見学
4年生　9月　採用試験
　　　10月　内定

第一志望の病院の求人情報が
なかったときです。大学1年生
から目指していましたが、香川
県自体求人が少ないため、4
年生になってもほとんど情報が
ありませんでした。絶望感が押
し寄せる中、家族や先生、友
人に励ましていただきながら気
持ちを奮い立たせていました。

考えた自己アピールや志望動機
などを、ご多忙のなかゼミの先
生は、毎回添削してくださいまし
た。全ての過程におけるデータ
をUSBメモリーに保存しました。
就職活動を頑張った証しです。

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。

9
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キャンパスインフォメーション

平成25年度　川崎医療福祉学会　第45回研究集会開催

新任教員の紹介

　　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻修士
　　　　課程　吉川　輝　他1名　
⑸　音声認識ソフトを活用した診察待ち時間の短縮とより効
　　率的な医療を提供するために
　　　－キーボード入力と音声入力の比較－　　　　　　
　　　　川崎医療福祉大学大学院医療情報学専攻修士
　　　　課程　 佐藤　大輔　他2名
⑹　尿失禁を有する高齢患者の排尿ケアに対する回復期リ
　　ハビリテーション病棟看護師の認識
　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻修士
　　　　課程　 鷺野　貴子　他1名
⑺　認知症高齢者の重症度別意思の決定および意思伝達
　　の状況　　       　　　　　　   
　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻修士
　　　　課程　 武林真由美　他1名
⑻　嚥下機能改善のための開顎嚥下訓練の検討　　　　
　　　　川崎医療福祉大学大学院感覚矯正学専攻修士
　　　　課程　 坂口　和馬　他2名
⑼　5-ch wireless neural headstage systemを用いた
　　マーモセット単一脳神経細胞の記録  
　　　　川崎医療福祉大学感覚矯正学科　彦坂　和雄

はじめまして
医療秘書学科　特任教授

梅
う め

田
だ

　勝
まさる

　3年間の臨床小児科医と30年間の行
政医を経て、このたび川崎医療福祉大学
において、教壇に立つことを許されました。
衛生行政の現場を踏まえた講義ができれば
と考えています。よろしくお願いします。

よろしくお願いします
健康体育学科　教授

富
と み

田
た

　正
ま さ

文
ふ み

　2月より川崎医療福祉大学にてお世話
になります。川崎医科大学では、主に中
毒学を中心に教育・研究に携わってきまし
た。これまでの経験を生かし、薬物治療に
ついて学生の皆さんに少しでも多く理解し
ていただけるよう尽力したいと思います。ど
うかよろしくお願いいたします。

　川崎医療福祉学会第45回研究集会が、11月13日（水）
午後1時30分から本学10階大会議室で開催されました。
　椿原彰夫学会長の開会挨拶に続いて、9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、中坊幸弘学会運営委員長の挨拶があり閉会しま
した。

⑴　中国における成功高齢者のSuccessful Agingの意味
　　　　川崎医療福祉大学医療福祉学科
　　　　姜　波　他1名
⑵　医療福祉における多職種連携の実態に関する研究
　　　－高齢者を焦点とした専門職へのインタビュー調査か
　　　　ら－　　　　　　　　　　　　 
　　　　川崎医療福祉大学医療福祉学科
　　　　直島　克樹　他6名
⑶　自閉症の可能性のある幼児のジョイント・アテンション行
　　動の促進に関する事例研究
　　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻修士
　　　　課程　平木真由美　他2名
⑷　アルコール依存症者が受けるソーシャルサポートと効果
　　の認識に関する研究
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平成25年度　国家試験日程 平成25年度　卒業証書・学位記授与式（案内）

平成25年度　謝恩会日程

卒業アルバム発行について

平成25年度　後期学友会総会
平成26年度　執行委員長選挙

川崎医療福祉学会への入会案内
―卒業生・大学院生へ―

種　　　類
社会福祉士
　精神保健福祉士
  　保　健　師

助　産　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26年1月26日（日）
平成26年1月25日（土）
平成26年1月26日（日）
平成26年2月14日（金）
平成26年2月13日（木）
平成26年2月16日（日）
平成26年2月20日（木）
平成26年2月15日（土）
平成26年3月23日（日）
平成26年2月23日（日）
平成26年2月24日（月）
平成26年3月 2日（日）

合格発表日
 　

平成26年3月14日（金）

　
平成26年3月25日（火）

平成26年3月31日（月）
平成26年3月27日（木）
平成26年5月 9日（金）

　
平成26年3月31日（月）

平成26年3月27日（木） 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
18：00～
18：00～
18：45～
19：00～
19：00～
18：45～
19：00～
18：00～
18：30～
17：00～
19：00～
18：30～

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

場　　所
ホテルグランヴィア岡山
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
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
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
THE MAGRITTE
岡山全日空ホテル

1．日　　　時：平成26年3月14日（金）　10：00～
　　　　　　　（受付8：30～9：40）
２．会　　　場：総合体育館
3．出席対象者：平成25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25年度後期学友会総会が、1月22日（水）2,101名（委
任状提出者数1,716名を含む）および関係教職員が出席し、開
催されました。
　開会にあたり、古我知成学生部長よりご挨拶いただき、代議員
会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
工場扇、AED、陸上部フレキハードル、ラインカー、学友
会室パソコン、扇風機部品、倉庫、ハンドボールゴール

　2．備品利用について
コピー機の利用法について再確認

　3．学内清掃活動について
来年度も引き続き学内清掃活動を行う

　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。
　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　山本智子さんが
平成26年度学友会執行委員長に信任されました。

　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
26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10階中央教員秘書室）までご連絡く
ださい。電話：086-464-1010（内線54095）

　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250頁
写真仕上　　全てプレスコート（カラー）
発　　行　　平成26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
　　　　　　　　および卒業生顔写真
　　　　　　4．各学科およ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

本誌マスコットキャラクター
「かわふっくー」
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