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平成27年度　新入生オリエンテーション

川崎学園　入学時合同研修

　入学宣誓式翌日の4月3日（金）、川﨑祐宣記念講堂にて、種村副学長が
将来医療福祉の分野に携わる者としての基本的な心構えを説明されました。
そして、宮川教務部長が「学生便覧」をもとに本学で学修を行っていく上で
の具体的な注意点を、古我学生部長からは、快適な学生生活を送るために
留意すべき事柄について、これまでにあった事例をもとに話をされました。各
学科では、4月2～4日の間に学科独自のガイダンスを行い、学科としての心
得を説明しました。
　4月15日（水）には、倉敷警察署が違法ドラッグに対してはきっぱりと断る
ことの大切さをDVDをもとに説明しました。また、倉敷税務署が社会の中で
税が果たす役割について、そして、福岡学生副部長がカルトとは何か、どうい
う点に注意すべきかについて話をされました。
　5月13日（水）には川崎医大附属病院感染対策室から血液検査結果の説
明が、また、学生相談室と健康管理センターから心と体の健康管理について
の説明がありました。そして、6月3日（水）には「児童福祉の父」であり、全国
で初めて岡山県に孤児院を創設した石井十次についての映画「石井のお父
さんありがとう」を鑑賞し、今年度のオリエンテーション行事が終了しました。

が求められています。本研修は、現場から求められる真の
スペシャリストとしての実践力とコミュニケーション能力に加
え、多職種連携能力を身に付けるための導入プログラムとし
て位置付けています。
　新入生たちは、学園創設の理念、実現目標（ビジョン）の
話を聞き、学園が医療・医療福祉人の育成に包括的に取り
組む施設であること、そして、医療福祉が多様な専門的職
種の連携によって成立するといったことを理解する貴重な
機会を得ることができました。また、医療福祉の現場で勤務
する先輩からは、各分野の目標となりうる人物像が具体的
に提示され、モチベーションの向上につながったようです。そ
してなにより、この研修は、今春、大学生活をスタートさせた
新入生たちにとって、ここの地に集ったという必然、そしてこ
れから多くの仲間とともに学び歩んでゆくことを感じることが
できた機会となったようです。

　この建学の理念のもと、未来の医療・医療福祉を担う若
者の育成に努めるべく、創設者の川﨑祐宣先生は、1970

（昭和45）年に医科大学、1973（昭和48）年に医療短
期大学、1974（昭和49）年にリハビリテーション学院、そし
て、「医療と福祉は一体でなければならない」という医療福
祉の理念につながる信念により、1991（平成3）年には医
療福祉大学を開設しました。現在、各施設には、毎年、将
来の医療福祉現場を担う多くの若者がその門を叩きます。
　本学では、新入生を対象としたオリエンテーションや初年
時教育として位置付けた授業を通して、建学の理念や医療
福祉の概念について理解を深める取り組みを毎年実施して
いますが、今年度は、医科大学、医療短期大学、リハビリ
テーション学院と、本学開設以来初の４施設合同（新入生
約1,300人）で行う研修が加わることとなりました。
　現在の医療福祉現場では、多職種連携を遂行できる能力

「人間（ひと）をつくる」「体をつくる」「医学をきわめる」

オリエンテーション
4月3日（金）
　◦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15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
　◦税の大切さについて　　　倉敷税務署
　◦快適な学生生活のために　学生副部長
5月13日（水）
　◦血液検査結果説明
　　　　　　　　　　附属病院感染対策室
　◦こころとからだの健康管理
　　　　学生相談室、健康管理センター長
6月3日（水）
　◦映画　「石井のお父さんありがとう」
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第25回　新入生歓迎レクリエーション大会 

　今年のレク大も2年生を中心に運営をしていきま
した。毎日、運営スタッフ全員が「レク大成功」に向
けて力を合わせて準備をし、特に企画・運営の中心
となった2年生は言葉では言い尽くせないほど、本
当に頑張ってくれました。レク大を通して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、大きく成長したのではな
いかと思います。
　最後に、今回のレク大に関わってくださった皆さ
まに、この場をお借りして感謝とお礼を言いたいと
思います。ありがとうございました。今回のレク大に
参加された皆さん、本当にお疲れさまでした。

代議員会議長　医療福祉経営学科　3年　小
こ

西
に し

　諒
りょう

　平成27年6月13日（土）に第25回新入生歓迎
レクリエーション大会（以降レク大）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・運動会部門の二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医療福祉学科
2年 福永瑞気、運動会部門のリーダーを医療福祉
学科2年 瀬尾綾花が務め、総合体育館・医福大体
育館でバレー部門、川崎学園サブグラウンドで運動
会部門を行いました。



研究室訪問　　医療秘書学科
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Sayumi Ono
　１年次から英語の授業が充実して
おり、医療秘書として医師を補佐す
るためには英語を使えるようにするこ
とが大切であるとわかりました。また、
もともと英語が好きで、もっと使える
ようになりたいと思っていたので、ぜ
ひこの機会に外国人の先生方から

本場の英語を学び、外国人にもきちんと伝わる英文を書けるようになりたいと思い、このゼミを選びました。
　先生方もゼミ生も話しやすいので、毎回とても楽しいです。自分の言いたいことを英語で伝えるのに苦労するこ
ともありますが、正しい表現方法を教えていただけるので、失敗を恐れず積極的に発言していきたいです。

Lisa’s Bio
I am originally from a small town in California called San Luis 
Obispo. It is near the Pacific Ocean and famous for grapes, just 
like Okayama. I still think of San Luis Obispo as almost paradise.

My research interests include the words, sentences, 
paragraphs and the whole structure of compositions in English 
(and in Japanese), with a particular interest in the works of 
the American author, Flannery O’Connor. I have a special 
interest in a literary technique called chiasmus. It is an ancient 
way of thinking and it absolutely fascinates me.

Whenever I have free time, I bake bread. There are 6 people 
in my family: 4 children, 1 husband and 2 cats. The times 
I enjoy most are when everyone is sitting around the large 
dinner table enjoying food, talking together and having fun.

Our Zemi
Zemi’s go way back in history to the Ancient Greeks. We try to use Socratic dialogue to help our students see the mystery and 
wonder of the world around them. We believe a zemi should be a form of awakening and discovery.

Our zemi starts by helping students find themes that are important to them as people. Finding something that moves you can be 
the basis for lifelong study, something you carry with you long after you leave the university. We then help students use critical 
and creative thinking to solve the mysteries and problems they identify.

Being part of an academic community is joyful because you are given time to think and the zemi is the beating heart of this 
process. We feel grateful to our students for the energy they apply to learning about the world and the extra special commitment 
they give to write those complex thoughts in English.

Research is a gift, the gift of time to understand something deeply, and use that knowledge to make the world a better place.

Tim’s Bio
I grew up in the English countryside. The forest was 2 minutes 
walk from my door. Nature was my companion. I remember 
the power of natural light - sunrise warming the valley, a moon-
lit walk home beneath a ceiling of stars. It’s very different to 
the super-white light of urban Japan.

I studied Philosophy at King’s College London and a Masters in 
Research Theory at the Institute of Education. I love studying 
language and how we talk when we work together. I love 
diversity because it makes me think. I want to help diverse teams 
collaborate better and be creative in their problem solving.

I love to spend time with my family and take photographs. 
Taking photographs is a great way to meet new people and 
creatively explore the beauty all around us.

Waking up to a World of New Ideas ー 研究の生命力で目を覚ます
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Mayuko Futakabu
　私たちの身近にある音楽が、人間にとっ
て、身体的、精神的にどのような影響をも
たらすのか、また、人間関係におよぼす影
響について興味があります。また、音楽は、
世界各国に存在し、どのような療法に使わ
れているのかを英語で研究したいと思って
いましたので、このゼミを選びました。

　ゼミの雰囲気は、学生と先生の距離が近く、明るく、ワイワイと楽しいです。また、すべてが英語という環境に不安がありまし
たが、先生や周りの友達がジェスチャーなどで伝えてくださるので、楽しく取り組むことができます。勉強や部活、実習等に毎日
追われる私にとって、ゼミの楽しさ、明るさは癒やしでもあります。

Mizuki Fujino
　私は英語が得意ではありませんが、
英語で卒業論文を書き、発表するこ
とに挑戦してみようと思い、このゼミ
を選びました。英語が聞き取れなかっ
たり、意味を知らない単語が出てきて
理解できないときもありますが、質問
すれば先生方が丁寧に教えてくださ

るので困ったことは特にありません。皆で考えながら講義が進んでいくので、良い勉強になっています。先生方もゼ
ミ生も仲良く非常に楽しく学習しています。私は「睡眠」について興味があるので、今後は卒業論文についてもよ
り深く考えていきたいと思います。また、普段から英語を意識して勉強し、得意なものにしていきたいです。

Ayaka Taniguchi
　私は去年の夏休みに海外研修に
参加し、オーストラリアに行ってきま
した。現地の方は優しく、私の不
慣れな英語でも理解してくれますが、
発音で言葉が伝わらないことが多
かったり、会話が早すぎて聞き取れ
なかったりと苦労しました。
　ティム ＆ リサゼミでは、発音やリスニングはもちろん、アメリカ英語とイギリス英語の二つを聞くことができるといっ
た、英語を学ぶ環境が整っています。来年はカナダ留学を考えているので、このゼミで会話が少しでも弾むよう、頑
張っていきたいです。そして、私はコミュニケーションについて興味があるので、その研究をしたいと思っています。



医療福祉学科　3年　田上　徹夫
た がみ　　てつ　お

　ちょっとおしゃれなレストラン・ミルキャン（厚生棟３階）は
バラエティー豊かな日替わりランチが魅力の一つとなっていま

す。その中でも特におすすめは、「キングボンバーカツ定食」です。
　ボリューム満点！　食べ応え抜群の特大チキンカツの定食です。その
カツの大きさから「キングボンバーカツ」と名付けられました。それでい
て、お値段は４４０円とお手頃価格となっています。ぜひ一度食べてみ
てください！！

3階 ミルキャン「キングボンバーカツ」

健康体育学科　4年　小野　詩織
お　の　　し　おり

　2F食堂でオススメなのは、定番メニューのカレーです。い
つ食堂を見渡しても多くの人がカレーを食べています。その

人気の秘密は、おいしさ・ボリューム・安さです。ほどよい辛さで野菜
もたくさん入っており、写真にあるように非常に満足できるボリュームだ
と思います。値段は300円なので気軽に食べることができます。私は
特に食べ盛りの方や、下宿などで栄養バランスが偏っている方にとて
も魅力的なメニューだと思います。まだ食べたことのない方は、ぜひこ
のカレーを食べてみてください。

臨床栄養学科　4年　緒方　佐也子
お　がた　　さ　や　こ

　ミルキャンには安くておいしいランチメニューがあります。ラ
ンチメニューは日替わりで、その上、数種類から選べるので

毎日通っても飽きません。また、単品だとどうしても野菜が不足しがち
になりますが、ミルキャンの定食は副菜などが付き、バランスの良い食
事ができ、お腹もいっぱいになります。この日の日替わりランチは、皮
がパリパリでやわらかいお肉のチキン南蛮と、少しピリ辛の筑前煮でし
た。ミルキャンに行くときはいつも、今日のメニューは何だろう？ と楽し
みにしています。 3階 ミルキャン「チキン南蛮」

医療情報学科　３年　玉木　孝尚
たま き　　　たかひさ

　本学2階にあるpan de lunchは焼き立てパンの香りに誘
われてか、いつも学生で賑わっています。今回はこのパン屋

さんの季節限定の「PUREMIAMU抹茶クリームパン」を紹介します。
　このパンは、中のクリームを凍らせてあります。“夏” という季節
にぴったりなパンです。冷たさが売りですが、調理の際には温かいパ
ンを冷やすという手間が発生します。何げなく店頭に並んでいるこのパ
ンですが、お店の人の手間がかかったパンです。そんなことを考えなが
ら食べると、また違ったおいしさを感じることができると思います。

2階 pan de lunch
「PUREMIAMU抹茶クリームパン」

2階 フードモール「カレー」

　学生食堂では、学生、大学院生および教職員の皆さんのお食事を提供し
ています。3階ミルキャンでは、3種類の定食および麺類、カレーなどを、2階
フードモールでは、丼類、カレーライス、ハヤシライス、うどん、そば、ラーメン
などの麺類を主に提供させていただいています。ご利用いただく方が若い学生
さんということで、低料金、ボリュームに気をつけたお料理をご用意しています。
　日頃、気をつけていることは、味付け、サービスはもちろんのことですが、ノ
ロウィルスなどの食中毒のはやっている時代ですので、衛生に関して十分な注
意をはらって作業を行っています。また、2階、3階両食堂では、ご利用して
いただいている皆さんに日頃の感謝を込めて、サービスフェアなどを催していま
す。どうぞ、こぞってご利用くださいますようお願いします。
　これから、皆さんは充実した楽しく有意義な学生生活を送って行かれること
と思いますが、少しでもそのお手伝いができますように、食堂スタッ
フ一同、がんばって心のこもったお食事をご用意してお待ちしてい
ます。どうぞ皆さん、食堂をご利用くださいますようお願いします。

学生食堂　一 富 士学生食堂　一 富 士

企画特集　学食レポート
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す。どうぞ、こぞってご利用くださいますようお願いします。
　これから、皆さんは充実した楽しく有意義な学生生活を送って行かれること
と思いますが、少しでもそのお手伝いができますように、食堂スタッ
フ一同、がんばって心のこもったお食事をご用意してお待ちしてい
ます。どうぞ皆さん、食堂をご利用くださいますようお願いします。

学生食堂　一 富 士学生食堂　一 富 士

日々、学生・教職員の胃袋を支えている学生食堂について、
学生の皆さんにお気に入りのメニューをお聞きしました。
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私たちの部・サークル紹介

健康体育学科　3年　濱
は ま

田
だ

　大
ひ ろ

幹
き

保健看護学科　2年　藤
ふ じ

本
も と

　結
ゆ

美
み

子
こ

水 泳 部 ボランティアサークル
『エンゼル・サポート・ボランティア』

　水泳部は、月金17：45～19：00、水16：00～18：00の
週3回、川崎学園温水プールで活動しています。
　小学生の頃から水泳をしていた人、大学から始めた初心者
など様々な選手がいます。また、マネージャーも充実しており、
日々仲良く練習しています。これから夏にかけてシーズンと
なっていくので、試合の数も増えていきます。昨年度の冬の
厳しい練習を乗り越えた２、３年生や、初めて試合に出る１年
生。選手一人一人が目標をもって、全員がベストを目指して試
合に臨みます！応援よろしくお願いします！
　この記事を読んで少しでも興味を持っていたただいた方、水
泳は生涯スポーツです。健康のためにも一緒に泳ぎましょう。川
崎学園温水プール
は室内なので、いつ
でも泳ぐことができま
す。また、管理人の
方 も々とても優しく、と
ても利用しやすい環
境です。ぜひ見学に
来てください。

　私たち、ボランティアサークル『エンゼル・サポート・ボラン
ティア』の活動日は不定期ですが、保育園や川崎医科大学
附属病院の小児科などで活動しています。
　私たち自身で計画を立て、遊びを提供するという経験が今
までなかったので、初めはとまどうことも多々ありました。遊び
が複雑すぎず、みんなが楽しめること、また、遊びの中に季節
に合わせた行事を取り入れることなどに気を付けながら計画
を立て、保育士さんにアドバイスをもらいながら活動を行って
います。子どもは素直なので、笑顔で楽しそうに遊んでくれた
ときは、私もうれしくなったことを覚えています。
　ボランティアというのは
何かをやってあげるという
だけでなく、様々な人と関
わることで私自身も成長
することができた、と私は
思っています。普段できな
い経験を、私たちと一緒
にやってみませんか？

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」



　戦後初の私立医科大学を創設された川﨑祐宣先生と
江草先生に共通するのは、良い臨床医や支援者を育てる
教育機関は、何よりもまず優れた臨床現場があってこそ、
との考えでした。慈恵会医大や順天堂大学も、医院を出
発点として、大学を生んだのです。
　調査訪問先のカリフォルニア・バークレイ校で社会福
祉学部長から「医療と福祉を融合した大学は、アメリカで
は不可能です。専門職別の組合が反対します。日本がう
らやましい。がんばって下さい」と言われ、日本にとどまら
ず、世界初の「医療福祉大学」との認識を強くしました。
　そして約25年。全国に同種の大学・学部が普及した
現在、「第一号大学」としての誇りの上に「とどまること
なく、新たなチャレンジを」との江草先生の声が聞こえてき
そうです。もうひとがんばりを誓いあいたいものです。

医療福祉学科
特任教授

社会福祉法人旭川荘
理事長

末光　茂

江草安彦先 生 略 歴

1926年　笠岡市に生まれる
1950年　岡山医科大学附属医学専門部
　　　　（現　岡山大学医学部）卒業
1957年　総合医療福祉施設 旭川荘の創設に参画
1985年　社会福祉法人　旭川荘 理事長
1991年　川崎医療福祉大学　学長
2003年　川崎医療福祉大学　名誉学長
2003年　川崎医療福祉資料館　館長
2007年　社会福祉法人　旭川荘　名誉理事長・荘長
2015年　逝去（88歳）

　江草安彦初代学長を入院先に見舞ったのは、3月７日
の早朝でした。顔の腫れの大変さに胸突かれる思いでし
たが、主治医から年齢と腎臓機能低下のためなので徐々
に回復されると言われ、安心していました。ところが、６日
後の3月13日午前10時15分逝去されました。10時に始
まった医療福祉大学の卒業証書授与式のさなかでした。
　先生は川﨑祐宣理事長の要請を受け、平成元年頃か
ら本学開設に向けた準備を進められ、私はカリキュラム
作成と教授陣招聘のお手伝いをさせていただきました。
　文部省の厳しい注文に対し、実に丁寧な対応をされる
我慢強さと、長年築かれた人脈の広さには、今でも敬服し
ています。
　医療と福祉の融合の具体化をはかるカリキュラムに苦
心しましたが、それ以上に困難を極めたのが、教授陣の
招聘でした。大阪の某教授に「大阪までであれば、東京
から良い教授を招くことも可能だろうが、岡山くんだりまで
行ってくれる人はいませんヨ」の言葉が忘れられません。
　そのようななかで、仲村優一先生のご推薦による飯田
精一学科長はじめ、佐々木正美教授、小田兼三教授、大
谷強教授等が、江草先生との長年の信頼・信用あればこ
そ、駆けつけて下さったのです。

「『とどまるな！』の声が聞こえてきそう」

江草安彦先生を偲ぶ
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医福大ではたらく人々 　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。

9

　就職支援センターは就職支援資料室とともに本館７階に設置され
ていて、常勤のスタッフ５名が配置されています。各学科の先生方と
協力して学生のキャリア形成と具体的な就職活動の支援にあたって
います。幅広く学科・専攻に共通する就職活動の準備から進路決定
までの課題をできるだけ網羅して就職関連行事を計画・実施したり、
就職活動や求人に関する情報を整理して掲示や学内LAN、ポータル
サイトを通じて提供したり、個別相談という形でそれぞれの学生が抱え
る就職活動の悩みを解決していくお手伝いなどが主な仕事です。

　設備係は校舎棟１階中央付近にあり、朝7時30分～午後6時まで
精鋭（？）5名が交代勤務しています。業務内容は、電気設備・空調
機器及び換気設備・給排水衛生設備・体育館温水プールの水質維持
管理など、大学内にある設備全般の点検整備等多岐にわたります。
　現在は夏期しか運転していませんが、学園全体の電力を賄う自家
用ディーゼル発電機（1200ｋｗ×6台）と発電機の排熱を利用して冷
房・暖房・給湯を作り出すコージェネレーションシステムがあり、この
誇れる設備の保守管理もしています。

　５名のスタッフのうち４名までが有資格のキャリアカウンセラーという、ほと
んど例のない充実した陣容で相談にあたっています。全国から豊富に寄せら
れる求人を反映して求人パンフレットも非常に多く揃っており、先輩の学生
が体験をもとに書き残してくれた受験報告書とともに、就職活動中の学生の
力強い味方となっています。
　学生の真摯な努力もすぐに実を結ぶことばかりではありませんが、活動中
に一緒に悩み苦労を重ねた学生から「合格」という連絡を受けるとき、学生
とスタッフの声がひときわ明るく響き合うのが、全員の元気の源です。

　学生さんと直接のかかわりは少ないのですが、よりよい大学生活を送って
いただくために、「快適な環境づくり」を目指しています。また、設備も開学以
来の機器が多数あり、故障に備えて予知保全・予防保全に注力し、少しでも
故障によるクレームを無くしたいと思っています。
　数年前から地球温暖化抑制でCO2削減に取り組んでいますので、教室・ト
イレなど最終退出者は照明を消す、エレベーター・エスカレーターの利用をさ
け、できるだけ階段を使うなど、少しでも省エネに関心を持っていただけるとあ
りがたいです。

アピールタイム

アピールタイム

仕事内容

仕事内容

就 職 課

施 設 課



就職活動コーナー 　4学科の就職委員の先生方に、各学科における
学生への就職活動支援についてお聞きしました。

　保健看護学科の卒業後の進路は、看護師、保健師、養護教
諭の免許を活かし、医療機関、公務員、学校など全国各地に活
躍の場があります。どのような専門職をめざすのかという長期的
な展望を持ち、ライフスタイルに合わせて、専門性を磨いてキャリ
アアップできる点が、学科の強みです。大学院には助産師専攻
があることから毎年、進学する学生もいます。ゼミ担当教員を中
心に、担任、就職支援センターと連携を取りながら学生の支援を
しています。また、3年次生を対象とした保護者就職懇談会で、
OB・OGによる講演会を行っています。卒業生が看護師、保健
師、養護教諭、助産師の立場から、仕事内容、学生時代の勉強
法、就職活動の取り組み、専門職として大切にしている思いなど
を熱く語ってくれています。講演会後は、具体的な個別相談がで
きる交流の場も設けて
います。年齢の近い先
輩からの応援メッセージ
は、学生の心に響き、
自分のすべきことが明
確になり、学習意欲が
高まったと好評を得て
います。

　医療福祉経営学科の卒業後の進路は、大きく分けて、「医療
福祉機関」のマネジメント系スタッフとして働く場合と、医療福祉
以外の「企業」においてマネジメント系スタッフとして働く場合が
あります。
　医療福祉経営学科では、「考える学生」を育てるために、「演
習」、「卒業研究」、「学外実習」に力を入れています。その他に
も、「医業経営管理能力検定」をはじめとする資格取得につい
て、補講等を行うなどのサポートをしています。
　その他にも就職活動支援として、既に内定を取得した4年生
や、各現場で活躍している卒業生の体験談を聞くことができる

「学科就職セミナー」を開催しています。また、昨年度より、「3
学科合同（情報、秘書、経営）就職・進学体験談の会」を開催
しています。
　最後に、就職率7年
連続100％を達成してい
る理由は、上記の支援
の他に、アドバイザー教
員やゼミの教員による個
別指導を重視しているこ
とであると考えます。

　本学科では、入学時より国家資格である理学療法士・作業療
法士として就職するという進路は定まっており、急性期、回復期、
維持期の医療機関に就職することがほとんどです。その他、介護
老人保健施設や小児を対象とした施設への就職もあります。その
ため、求められるのは早期からの就職する分野の意識付けです。
　1～3年次では、夏季休暇などで病院や施設の見学を積極的に
勧めています。また、年に1回、本学科の卒業生による就職のため
の業務説明会を開催し、様々な分野の仕事内容を学生たちに聞い
てもらう機会を設けています。4年次には学年担任が、就職活動の
開始時期が一般企業より遅くなることや重複内定の禁止など、一
般企業との相違について指導し、本格的な就職活動が開始となり
ます。学年担任が年8回の就職希望調査を行い、就職希望の把
握と面接を行うとともに、
就職委員を中心とした学
科教員で就職会議を開催
します。さらに、就職支援
センターとは別に、学生か
らの希望によって学科教
員が履歴書、面接、小論
文などの指導を行います。

　本学科は日本で初めての病院に特化したデザイン、ホスピタル
デザインを提唱しています。病院が患者のQOL向上を理念とし、
大きく変わろうとしている今日、病院のマネジメントシステムの一翼を
担うホスピタルデザイナーのニーズも確実に増えています。
　本学科では授業の一環として、外部の協力病院で現場の空気
を体感するとともに、デザインで解決できる問題点を発見し、解決
案をプレゼンテーションするという学びを行っております。医療情報
伝達において、視覚的伝達は必要不可欠なスキルです。そのこと
を、学生が現場の方々からの喜びの声として体感することで、就
活への意欲向上につながることを確
信しています。教員も、病院へ足を
運び、ホスピタルデザインについてご
説明させていただくことで多くの共感
を得られ、インターンシップ受け入れ
や、求人にもつながっています。ホス
ピタルデザインは新しい仕事だけに、
自ら仕事を作り出すパイオニアとして
の自覚を育む機会を大切にするとと
もに、OB・OGから情報を得る機会
を年2回設けています。

就職状況と先輩との交流による
支援体制 就職活動支援の現状

就職指導 医療現場で仕事のニーズを体感

保健看護学科　講師　森
も り

戸
と

　雅
ま さ

子
こ

医療福祉経営学科　講師　谷
た に

光
み つ

　透
とおる

リハビリテーション学科　准教授　石
い し

田
だ

　弘
ひろし

医療福祉デザイン学科　准教授　横
よ こ

田
た

　ヒロミツ

OB・OGによる就職関連講演会

就職のための業務説明会 医療現場でデザインのニーズを体感

3学科合同就職・進学体験談の会

10



11

キャンパスインフォメーション

オ ー プ ン キ ャ ン パ ス 2 0 1 5 開 催

平成２7年度　川崎医療福祉学会総会及び第48回研究集会（講演会）開催

　6月14日（日）、今年度最初の “オープンキャンパス2015” 
を開催しました。
　当日は、やや心配された天気も持ちこたえてくれ、朝早く
から多くの高校生、保護者の皆さんがつめかけてくださいま
した。参加者数は670名と、昨年同期より少し減少しまし
たが、新たな取り組みを組み込んだオープンキャンパスを楽
しんでくれたことと思います。
　当日は、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、守屋入試部長から「2016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。
　今回は、新たな取り組みの一つとして、全体会の前後に
全12学科の学生による “1分間PR” を実施しました。短時
間で学科の特徴や当日の ｢ミニ講義｣ を紹介するとともに、
自分自身の経験を交えて後輩の皆さんにエールを送ってく
れました。また、全体会終了後も図書館前からインフォメー

　本年度の学会総会と第48回研究集会が、6月17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
は昨年度の事業報告等の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、研究集会を行いました。本
学感覚矯正学科 教授 彦坂和雄先生による「自閉症と脳

ションホール周辺では各学科がブースを設け、熱心に呼び
込みを行ったことで、学科・専攻ごとに開催された「ミニ講
義」も多くの皆さんが聴講し、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には186
名の皆さんが参加してくださいました。附属病院各部署のス
タッフの全面的なご協力で、日ごろ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
してくださった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。また「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。
　次回は8月2日（日）に開催します。参加された皆さんに
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。

機能」、本学医療福祉学科 准教授 諏訪利明先生による
「TEACCH Autism Programについて」の2題の講演が
ありました。教職員、学生を含め79名が参加し、自閉症に
関する知識を深める良い機会となりました。




