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2019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
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　平成31年４月２日（火）に入学宣誓式があり、1,122名が
本学に入学しました。この後、５月にかけて様々な研修が行
われました。４月３日（水）には、川﨑祐宣記念講堂で、これか
らの大学生活を円滑に始めるための新入生全体のオリエン
テーションが開催されました。
　最初に、宮川副学長から「今の『おめでとう』は、４年後、
各自が希望する進路を実現した後の『おめでとう』につなが
っていかなければいけない。大学は万全のサポートをするの

で、しっかり頑張ってもらいた
い。」といったお話がありまし
た。教務部長による「学修上
の注意点｣ の説明、学生課長
による ｢学籍登録｣ の説明、学
生部長による ｢生活上の留意
点｣ の説明などがありました。
最後に、学友会役員による学友会・代議員会、体育会・文化
会、学園祭実行委員会などの紹介と参加の呼びかけがありま
した。
　また、５月までの毎週金曜日４時限目に、担当教員による

「海外研修」「消費者トラブル」、警察署による「安全な生
活・防犯」、図書館職員による ｢図書館オリエンテーション｣、
学生部による「快適な学生生活」、健康管理センター長と学
生相談室による「血液検査結果」及び ｢心と体の健康管理」
についての研修がそれぞれ行われました。良き医療福祉人を
目指す最初の一歩となりました。

大学、川崎リハビリテーション学院と、４施設合同（新入生約
1,500人）での研修が行われました。
　現在の医療福祉現場では多職種連携を遂行できる能力が
求められています。本研修は、一人の患者さんに複数のメディ
カルスタッフ（医療専門職）が連携して治療やケアに当たる、
実践力とコミュニケーション能力を身に付けた真のスペシャリス
ト養成の導入プログラムとして位置付けられています。
　新入生たちは、川崎学園創設の理念、実現目標（ビジョン）
を聞き、川崎学園が医療・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。
　さらに、様々な職業を目指す先輩や実際の医療現場で働く卒業
生からのメッセージを聞き、川崎学園祭・留学体験の報告、講
義・実習等の紹介を受けたことは、これからの学生生活のモチベ
ーション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）年に川崎医科大学、1973（昭和48）年に川崎医療短期
大学、1974（昭和49）年に川崎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）年には川崎
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入学してきます。
　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
次教育として位置付けられた授業を通して、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実施していま
す。今年度も昨年に引き続き、川崎医科大学、川崎医療短期

「人間（ひと）をつくる」
「体をつくる」

「医学をきわめる」

平成31年4月13日（土）



第29回　新入生歓迎レクリエーション大会 

私たちの部・サークル紹介
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倉敷子ども健やか教室「マスカっち」 児童文化ボランティアサークル「兎
うさぎ

の眼」

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」

　「倉敷子ども健やか教室 
マスカっち」は、地元の小学
校の下校時、交通量の多い
横断歩道を安全に渡るよう、
定期的に見守り活動を中心
に行っています。活動は5年
継続しており、顔なじみになり
挨拶をしてくれることがやりがいにもなっています。また、同じ小学
校の授業でも交通安全について大学生として話をする活動を行う
ことや、倉敷警察署の依頼で特殊詐欺防止の広報や予防活動を
行うなど、新しい活動も行っています。去年より、岡山県内の防
犯に関する大学サークルの協議会が立ち上がり、情報交換を目的
とした会議にも参加しています。月1回の定例会をもち、倉敷とい
う地域のために何かできることはないかと試行錯誤しています。子
どもから高齢者までが関わる地域の安全・安心の取り組みに少し
でも興味がある学生、何か新しいことにチャレンジしたいと思ってい
る学生、誰にでもおすすめのボランティアサークルです。

　私たち「兎
うさぎ

の眼」は年に数
回、ボランティア活動に参加し
ています。サークル内で特に
力を入れている活動が、毎年
5月末にある春の子どもまつり
と、11月の最初にある秋の子
どもまつりです。どちらのボラ
ンティアもたくさんの子どもと
関われるのでとても楽しいです。春の子どもまつりは岡山県総合
グラウンドで、秋の子どもまつりは岡山ドームで自分たちのブースを
出して参加しています。また、その時期にはメンバーで協力し合い、
子どもを楽しませるための簡単なおもちゃを作製しています。準備が
大変なこともありますが、成功するとすごく達成感が得られます。先
輩、後輩関係なくみんなでワイワイしながらの活動なので、人と関わ
るのが好きな人、子どもが好きな人、ボランティア活動に興味があ
る人などにおすすめなサークルです。今後の活動にも力を入れてい
きたいと思います。
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　６月８日（土）午前９時、川崎学園総合体育館に千人近い新
入生が集合し、学友会主催の第29回新入生歓迎レクリエーシ
ョン大会が開催されました。　　
　県内外の様々な地域から入学してきた学生が、これから４年間
を共にする仲間ときずなを結ぶきっかけにする目的で、長年に渡
って開催されています。プログラムは本学体育館で「ドッジビー」
が、総合体育館で「しっぽとり」と「障害物リレー」が、それぞれ学
科対抗で行われました。レクリエーションとはいえ、多くの学科が
おそろいのユニフォームを身に付け、熱い応援とともに真剣勝負
の戦いが繰り広げられました。
　学友会が用意した熱中症対策の飲み物のほかに、今年度は
各学科の学生生活委員を中心に先生方が学内に待機し、負
傷や体調不良等の緊急対応に備えました。また、初めて競技
にも参加しました。

　優勝チームは「医療福祉学科Ｃ」、準優勝は「臨床工学科Ａ」
でしたが、参加したどのチームにとっても、大学生活の一ページ
として記憶に残る大会になったと思います。
　最後に、数か月をかけてプログラム作成、競技用具準備や
予行演習、当日運営など献身的に取り組んだ学友会スタッフの
学生の皆さんに敬意を表したいと思います。



研究室訪問　　医療福祉学科
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　中尾ゼミでは、「地域を基盤としたソー

シャルワーク」というテーマでゼミ活動を

行っています。対象は主に高齢者の支援

ですが、障害者や子どもなど地域に暮ら

す様々な人に対して、社会福祉協議会

や地域包括支援センター、社会福祉施

設等における実践を学びます。

　学生の主体性を大切にして意見を聞きながら、現在は地域の課題を考えて「認知症」に焦点をあてて勉強しています。

春学期の前半では、学生が２つのグループに分かれて、認知症の概要・症状・薬などの一般的知識と、高齢者や認知症

に関わる制度の変遷などを調べて発表をしました。このプレゼンテーションには、オブザーバーとして、倉敷地域の地域包括

支援センターの社会福祉士と保健師に参加していただき、現場からの意見を聞きディスカッションを行いました。今後の活動

では、倉敷地区の住民に認知症を知ってもらう活動として、サロンでの講話や認知症予防、レクリエーションを実施する予定

です。今はゼミでその準備に取り組んでいます。

　学生同士の主体的な学びや、作業などを通してお互いに連携すること、チームワークを大切にしています。「地域を基盤と

したソーシャルワーク」というテーマを大事にし、大学内での学びだけでなく地域と直接触れ合うことで実践力のある社会福祉士

になることを目指しています。

　岡山県美作市出身です。小学生の時の同級生が4人という、のどかな地域で育ちまし

た。大阪の大学で社会福祉を学び、大学4年の時には1週間のほとんどを高齢者福祉施

設でアルバイトとして働きながら、卒業論文を書きました。卒業してからは、アルバイトをして

いた社会福祉法人の特別養護老人ホームの生活相談員として就職しました。その後、地域

包括支援センターに異動し、地域の高齢者に対する相談支援の仕事を10年行いました。

3年前より、川崎医療福祉大に着任し、現在は医療福祉学科で地域福祉の理論と方法、

相談援助の理論と方法、相談援助に関する演習・実習の科目を教えています。

　学位・資格：博士（保健福祉学）、社会福祉士、介護支援専門員

◆研究テーマとゼミの活動

◆ゼミの教育方針

◆中尾竜二講師プロフィール

中 ゼ尾 ミ

倉敷地域の専門職を交えて認知症に関するプレゼン
テーションと意見交換を行いました。
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　3年生のゼミは6人です。そのうち2人が編入生と転学科生ということもあり、

状況の違う学生同士でいろいろな話ができます。学生間で勉強のフォローもし合

えますし、お互いに刺激し合い、助け合えるメンバーだと思います。

　中尾先生は、ゼミのテーマ以外にも、ソーシャルワーク実習に向けての話や、

地域包括支援センターで働いていた頃の事など、いろいろな話をしてくださいます。

とても穏やかな雰囲気で、おもしろく、話しやすい、学生との距離が近くて親しみ

やすい先生です。

⃝私は地域に関わる社会福祉士になりたいと思っています。将来は地域包括支援センターで社会福祉士として働きたいで

す。施設の中だけでなく、地域に出て行き、多くの利用者としっかり関われるソーシャルワーカーを目指したいです。（3年：

田村萌華）

⃝学校で勉強するだけではなくて、地域に出て行って学ぶゼミなので、講義だけではないリアルな現場をみてしっかり勉強した

いと思います。（3年：中下絵美菜）

現場で実践をする中で、相談面接を一日で行い支援できる数には限界があります。より多くの相談に対応して

いくためには、多く優秀な後継者を増やし、より良い相談支援ができるようになればと思い教員になりました。今後

もこれから後に続く社会福祉士を育てたい！！どんどんソーシャルワークの質量ともに高まっていくことを期待して

います。

家族と一緒に共通の趣味であるキャンプに行ったり、自分の趣味の友人とバイク

に乗ってツーリングをしています。行ったことのない場所などに行くのがツーリングの

醍
だ い ご

醐味で、なかでもよかった場所は蒜
ひる

山
ぜん

高原で、緑の中を走る感覚が気持ちよく

お勧めです。

１つ目は、自分の技術や知識を使って地域の方々の相談に対応し、その方の課題が改善の方向に進むのを直接

感じることができることです。また「これが正解」ということがないところも他では味わえない仕事だと思います。

２つ目は、特定の分野の人ではなく、高齢者、障害者、子どもなどいろいろな社会の生きづらさを持っている人

を支援できることです。色々な分野の相談支援するための制度、方法も様々なところが面白いことです。３つ

目は、医療や行政などの専門職と一緒に支援に取り組むことで、チームとしてやっていけることです。その中で

様々な刺激を受けながら自分を高めることもできることです。

◆学生から見た…「中尾ゼミはこんなゼミ！」

◆ゼミ生の声

Q

Q

Q

A

A

A

なぜ大学の先生になったのですか？

ゼミ生から中尾先生への質問

休みの日は何をしていますか？

ソーシャルワークのおもしろいところはなんですか？

愛車のバイク（ホンダCB400FOUR）
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企画特集　医福大身だしなみチェック

　理学療法学科と作業療法学科の学生は同じ実習着を着用しています。実習着といえば白ですが、理学療法学科と作業療法

学科の実習着は薄い青色です。この理由は、主な実習場所である川崎医科大学附属病院の理学療法士さんと作業療法士さん

の制服が上下白衣のため、違う色にして区別しやすくするためです。薄い青色にしたのは、目にやさしく、落ち着いた印象がある

からです。

　実習着を着る機会は、１・２年生では附属病院での見学実習や学内での実技試験時で、３年生では附属病院での臨床基礎

実習や学内での実習と実技試験時です。４年生になると、附属病院も含めた多くの学外施設で長期間の臨床実習が行われま

すが、そこでもこの実習着を着て本学の学生としてがんばります。

　学生に実習着の機能性を聞いてみると、①何より着ると気が引き締まる、②ストレッチが効いて動きやすい、③上下でポケット

がたくさんある、④意外と通気性がいい、⑤生地がしっかりしていてシワになりにくい、⑥ファスナーとボタンがあり、羽織るように

着ることも、ボタンだけはずして、被るように着ることもできる、などの意見がありました。

　理学療法士と作業療法士の仕事上で特に重要なのが、ストレッチが効いて動きやすい点です。日常生活活動学実習の写真

のように、いろいろな姿勢をとりダイナミックな動きをする必要があるため、生地の伸縮性が大切になります。

理学療法学科  木
き

村
む ら

 大
だ い

輔
す け

　 作業療法学科  福
ふ く

意
い

 武
た け

史
し「理学療法学科と作業療法学科」

実習の様子と実習着の身だしなみ

日常生活活動学実習（ベッドと車椅子間の移乗介助）

臨床基礎実習Ⅰ（双方向型授業）の風景
客観的臨床能力試験（OSCE）に向けて、学生は技能を学習するだけでなく、教員とともに採点者役をすることで、お互いを評価し講義中に観察者とし
ての能力も養成しています。

作業療法学科 3 年生のみなさん
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　各学科の実習着がどのようなものか、着用する場面や
機能性を、実習の様子とともに紹介します。

　視能療法学科の実習服は、白いケーシーにパンタロン／ズボンが基本で、その上に白衣を羽織ることもあります。学内の多くの

実習で着用することはもちろんのこと、学外の実習でも使用します。医療系ではオーソドックスなものですが、動きやすく、かつ両ポ

ケットがあり使いやすい、機能性と実用性を備えたものとなっています。学生からは、清潔感があり、そして何よりも目標としている視

能訓練士らしいところが気に入っているとの評判です。

　視能療法学科の実習は、学内では座学、基礎実習の他、実際の眼科検査機器を用いた手技が中心となります。学外の実習

は臨床での実地実習であり、直接患者の方と接することもまれではありません。実習服を着ているからには、プロとしての意識を持

つことが求められます。最初は心もとなくても、実習が進んで行くうちに、実習服に見合う成長が見られることは頼もしい限りです。

　大学生活の4年間は、正に実習服と歩む4年間であり、医療技術者としての誇りを実習服とともに醸成するものともいえるでしょう。

　診療放射線技術学科では3年次から1年間の長期臨床実習が始まります。その臨床実習で

着用する実習着は、川崎医療短期大学の放射線技術科で着用していた実習着のスタイルを

受け継いでいます。男女とも爽やかで柔らかい印象の青色のケーシーと白色のスラックスを着

用します。両方とも同じ素材を使用しており、学生からは着心地が良く、洗濯しても乾きやすく、

アイロンをかけなくてもシワになりにくいと、高い評価を受けています。

　素材の特徴は7つあります。

　①工業洗濯可……優れた耐久性

　②制電……………静電気防止素材を使用

　③吸汗性…………吸水性に優れた素材を使用

　④ストレッチ………ストレッチ性を備えた素材を使用

　⑤スケ防止………インナーウエアが目立ちにくい素材を使用

　⑥防汚……………防汚性（汚れが付きにくい）の素材を使用

　⑦制菌加工………SEK基準（繊維製品認証基準）をクリアする制菌効果を発揮

　このように機能性の優れた実習着を着用していますので、実習着に負けないように

優れた成果が上げられる臨床実習になることを願っています。

准教授  河
か わ

本
も と

 けい

准教授  成
な り

廣
ひ ろ

 直
な お

正
ま さ

「視能療法学科」

「診療放射線技術学科」

視能療法 女子実習服 視能療法 男子実習服 実習風景
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知ること、
知ってもらうことが大切

リハビリテーション学部　言語聴覚療法学科

　原
はら

山
やま

　秋
しゅう

　本学を卒業してから赴任するまでの間、一般病院に言語聴覚士
として勤務していました。
　正直にいえば、私自身、4年生まで就職先のことは考えていませ
んでした。就職活動というより自分なりの勉強のつもりで2年、3年
時から病院見学に行っていました。そして4年生になり地元での就
職を希望しましたが、希望する病院の公募はありませんでした。最
終的に就職先となったのは、本学からの長期実習の受け入れがな
い病院でしたが、見学に伺ったことを機に、長期実習を受け入れて
くださり、そのまま就職へとつながっていきました。
　私たちのような専門職は求人があっても、公募されていないこと
があります。学生の皆さんが就職先の情報を知りたいように、就職
先も学生がどんな人かを知りたがっています。自分が就職先のこと
を知るためにも、就職先に自分のことを知ってもらうためにも実習や
見学を利用することをお勧めします。お互いを知った上で就職する
わけですから、就職後も良いスタートが切れると思います。

就職活動を振り返って

医療福祉経営学科　講師

　谷
たに

光
みつ

　透
とおる

　就職活動の体験談・苦労話について正直に告白すれば、就職
面接や言葉遣いの練習が、かなり不足していました。
　そのような私が、この大学で以前に就職委員をさせていただいて
感じたことは、本学の「就職活動の手引き」では、就職活動全体
の知識が網羅されており、就職活動に必要な知識がコンパクトにま
とまっているということでした。
　したがって、「就職活動の手引き」を読んだ上で就職活動する人
は、スムーズに就職活動を行うことができると思います。
　最後に、就職活動のための練習が不足していた私ですが、唯一
就職活動で成功した点は、年配の大学院の同級生に人生の進路
のアドバイスをもらったことです。
　そのアドバイスは単純なことで、自分のやりたいことを思いっきりで
きる職場が良いのではないか、というものでした。
　そのアドバイスのお陰？で転職も数回しました。必ずしも転職活
動は良い場合だけではないと思いますが、私自身は今の職場に満
足しています。

就職活動でのピアノ練習

子ども医療福祉学科

　大
おお

江
え

　由
ゆ

美
み

　幼稚園・保育園の先生になりたいと思ったのは高校２年生の時
でした。それから初めてピアノを教わり始めたので、ピアノは苦手で
した。就職活動ではピアノの弾き歌いが試験にあり、授業が空い
ている時間は必ずピアノレッスン室にこもって練習をしました。うまく
弾けない姿を見られたくない私は、常に一人で練習しました。それ以
来、私は負けず嫌いの性格と、自分で何とかのりきるという根性で
保育士として頑張ってこられたのだと思います。
　就職してからも日々の保育では何とか季節の歌を弾いていました
が、参観日や発表会等、保護者を前にすると緊張してうまく弾けませ
んでした。そんな時には元気に歌う子どもたちに助けられていました。
でもこのままではいけないと思い、やはり負けず嫌いの気持ちで毎日
仕事を終えてから残って練習しました。当日を迎え無事終了した後、
保護者のおばあちゃんが「つながる力。子どもの動きに合わせて楽し
そうに弾いていて、園の中で１番上手に弾いていた先生だった」と
言ってくれました。そのおばあちゃんはピアノの講師の方でした。
　継続は力なりです。ピアノで悩んだからといって諦めるのではなく、
苦手な事にも挑戦してみてください。夢をあきらめないで前向きに。

なりたい自分を目標に、
そのために今何をすべきか

臨床栄養学科　准教授

　藤
ふじ

澤
さわ

　早
はや

美
み

　私は病院の管理栄養士となるため、本学科に入学しました。
1～2年次は川崎医大附属病院の厨

ちゅう

房アルバイト、3年次夏か
ら求人情報等を収集し、病院への就職希望でした。3年次秋学
期に卒業研究を、4年次の春学期に臨地実習を行いました。臨
地実習を経験し、臨床研究ができる管理栄養士になってみたい、
もう少し研究を続けたいと思うようになりました。周囲の勧めもあ
り、進路を大学院進学に変更しました。
　大学院修了後、川崎医大附属病院で治療の一環となる食事
の提供や、栄養指導に携わらせていただきました。これらの経験
の一つひとつが講義や実習にはなくてはならない知識や技術とな
っています。
　皆さんも目標を定め、そのためにはどのような準備が必要か、早
めに考え、行動してみてください。一度しかない人生です。全て自
分の財産となりますので、怖がらず一歩踏み出しましょう。

　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。
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社会連携センターだより

自閉症特別講座  開講式

2019年度  第1回公開講座を開催

　5月10日（金）、自閉症特別講座開講式が挙行されました。

開講式には、椿原学長、飯田社会連携センター長もご臨席

くださり、厳かな式となりました。今年で、17回目になる本講

座には、16名の受講生の方がお申し込みくださり、県内のみ

ならず、県外から仕事を終えて本学まで通学されます。毎年、

開講式では受講生の方の自己紹介の時間があり、皆さまの

　5月18日（土）に「放射線とともに生きる～巷
ちまた

にあふれる

放射線とリスク～」というテーマで、第1回公開講座を開催

しました。今回は診療放射線技術学科　竹井泰孝准教授

が担当され、地域の方々71名が参加してくださいました。

　竹井准教授は、現代医療では不可欠な存在となっている

放射線について、医療現場で様々な放射線技術を提供して

いる診療放射線技師の業務の紹介を交えながら、わかりや

本講座への意気込みを教えていただく時間になります。開講

式の後は、諏訪先生によるTEACCH Autism Programにつ

いての講義でした。受講生の熱心に聞いていらっしゃるお姿

が印象的でした。皆さまの熱い思いに触れながら、共に学び

あう場として、今年もスタートです。

すく説明されました。

　今年度は年間テーマを「つなぐ、つながる」と定めていま

す。次回は6月22日・6月29日（土）に第2回公開講座

「今から安心！高齢期の暮らしを考える」〔全4話〕を予定

しております。今年度も本学の専門知識を生かした情報の

発信を行いますので、どうぞご期待ください。
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（1）「人の技能データの特徴量抽出と劣駆動制御への応用」
川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床工学科  准教授

逸見　知弘

（2）「川崎病：当院での最近の動向」
川崎医療福祉大学  医療福祉学部  子ども医療福祉学科  准教授

荻田　聡子

（3）「行動問題を示す発達障害児をもつ保護者と教師との効果的な連携方法の検討」
　　川崎医療福祉大学  医療福祉学部  医療福祉学科  准教授

岡本　邦広

（4）「ポートフォリオを活用した親子で学ぶ性教育プログラムの開発」
川崎医療福祉大学  保健看護学部  保健看護学科  教授

若井　和子

令和元年度  川崎医療福祉学会総会及び第56回研究集会（講演会）開催

キャンパスインフォメーション

　6月21日（金）午後1時30分から本学10階大会議室で

川崎医療福祉学会総会及び第56回研究集会が開催され

ました。椿原彰夫学会長の開会挨拶に続いて、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、引き続き、研究集会（講演会）を行いました。

今年度も新任教員4名による、自己紹介を兼ねたご自身の

研究内容についての発表がありました。
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　6月16日（日）、今年度第1回目となる川崎医療福祉大学・
川崎医療短期大学、川崎リハビリテーション学院による「3校
合同オープンキャンパス2019」を開催しました。当日は、1,700
名を超える高校生と保護者の皆さんが、県内外よりご来場くだ
さいました。
　今回、来場者の皆さんには、2020年に川崎医療福祉大学
創立30年並びに川崎学園創立50周年を迎えることを記念し、
臨床栄養学科と健康体育学科が、山崎製パンと共同開発した

「ランチパック」の新商品をプレゼントいたしました。パッケージ
では、椿原学長のイメージキャラクター「あきおくん」が製品の
紹介をしています。7月31日まで期間限定発売です。お店で
見かけた方は、ぜひ、味見してください。
　開会行事では、教員による学科紹介「3分間 PR」が新企

画として加わり、在学生による「1分間 PR」とは違った視点か
らの学科紹介が行われました。毎回大人気の「附属病院見
学ツアー」だけでなく、「ドクターヘリ見学」、「入試説明会」、

「学科企画（学科説明・実習室見学・体験学習・ミニ講義）」、
「入試・編入学等相談コーナー」、「施設見学（医療短大、
リハ学院、かわさきこども園）」、「新・女子学生寮（このはな寮）
モデルルーム見学会」など、どのプログラムも大変満足していた
だくことができました。
　次回は、7月21日（日）に開催します。参加された高校生の皆
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、
一層内容の充実に努めたいと思っておりますので、ご協力の
ほど、よろしくお願いいたします。

（川崎学園アドミッションセンター）

3 校 合 同 オ ー プ ン キ ャン パ ス 2 0 1 9
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新入生歓迎レクリエーション大会（2019.6.8）

新入生歓迎レクリエーショ
ン大会（2019.6.8）

　「健康と福祉に貢献できる職業人」の育成を目標とする責任ある教育・研究機関である川崎医療
福祉大学は、2010（平成22）年1月30日の「川崎医療福祉大学キャンパス全面禁煙宣言」（本学ホーム
ページ参照）のもとに「キャンパス全面禁煙」を学生・教職員一体となって実行しています。
　多くの教職員・学生は「タバコを吸わない」ことを実践していますが、一方、残念なことですが建物内
での喫煙の形跡（吸いがら・臭い）が今も報告され続けています。
　「タバコを吸わない」ことの意味を再確認するためにこの記事を書きました。
　「キャンパス全面禁煙」は、大学の中ではタバコを吸ってはいけないというのではありません。学園内す
べての建物及び敷地内、学園敷地周辺道路やバス停等すべて禁煙です。その趣旨は教職員・学生
の喫煙者をゼロにすることです。人の健康・福祉・教育に関わる支援の場にはタバコは無用の存在です。
　ところで最近、煙の出ない、あるいは煙の見えにくい、いわゆる「新しいタバコ」（※）が次 と々販売され、
これらは「健康リスクが少ない」「受動喫煙の危険がない」タバコと宣伝されています。しかし、WHO を
はじめ国際的な保健機関、日本の厚生労働省などが、これらの「新しいタバコ」は紙巻きタバコと同様
に依存性があり、発がん物質を含む有害物質を含んでおり、使用者だけでなく周囲の人々にも危害を
及ぼす可能性が高いと警告を発しています。 
　川崎学園では、いわゆる「新しいタバコ」についても、従来のタバコ同様、禁煙の対象としています。
詳細については、 “いわゆる「新しいタバコ」に対する川崎学園の考え方について ”（川崎学園イントラ
ネット）を参照してください。
　本学は、多くの患者さんが利用される川崎医科大学附属病院とも隣接しており、喫煙による健康へ
の悪影響に配慮しなければなりません。安心・安全で快適な職場環境・療養環境・教育環境を確保し、
教職員・学生及びその家族の健康増進を図る責任が、私たち一人ひとりにあります。

私たち一人ひとりの行動で、真の無煙キャンパスを実現しましょう！
※「新しいタバコ」：電子タバコ、非燃焼・加熱式タバコ、無煙タバコ（嗅ぎタバコ、噛みタバコ）

（衛生委員会）

キャンパスインフォメーション

〒701-0193 岡山県倉敷市松島288　TEL.086-462-1111㈹　URL https://w.kawasaki-m.ac.jp/

学部）春学期代替授業日（月曜日分）
大学院）春学期代替授業日（月曜日分）
3校合同オープンキャンパス
学部）春学期授業終了
大学院）春学期授業終了
学部）春学期定期試験（～8/9）
大学院）夏季休業（～9/25）
オープンキャンパス
学部）夏季休業（～9/25）
AO 入試前期
編入学・大学院（修・博1期）入試
協助会役員会
学部）履修登録Ⅰ（～20）
大学院）履修登録（～10/2）
学部）秋学期授業開始
大学院）秋学期授業開始
AO 入試後期
学部）履修登録Ⅱ（～2）
学部）秋学期代替授業日（月曜日分）
大学院）秋学期代替授業日（月曜日分）
学園祭（～20）
オープンキャンパス（～20）

大 学 行 事

7月19日

7月21日
7月29日

7月30日

8月4日
8月13日
8月24日
9月6日
9月7日
9月13日

9月26日

9月28日
10月1日
10月17日

10月19日

自閉症特別講座
障害者スポーツ教室
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
岡山県臨床検査技師会形態検査部門講演会
日本医療秘書実務学会第10回記念大会（～9/1）
第45回日本重症心身障害学会学術集会（～21）
中高年者のための水中運動教室
自閉症特別講座
障害者スポーツ教室
中高年者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
中高年者のための水中運動教室
自閉症特別講座
中高年者のための水中運動教室
自閉症特別講座
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
岡山県臨床検査技師会形態検査部門講演会

学 会 等 開 催〔 予 告 〕

7月12日
7月13日
7月19日
7月20日
7月26日
8月10日
8月31日
9月20日
10月1日
10月4日
10月5日
10月8日
10月11日
10月12日
10月15日
10月18日
10月29日
11月1日
11月8日
11月9日

防煙・卒煙 ―無煙キャンパスを実現しよう！―

防煙・禁煙・卒煙 → 脱タバコ 




