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2021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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　令和３年４月２日（金）、1,000名を超える新入生が本学の
一員となりました。新型コロナウイルス感染症対策のため、新
入生・在学生・教職員の代表が出席する「入学式典」が川﨑
祐宣記念講堂で行われ、他の新入生は、学科別の会場で「入
学式典」の様子をライブ配信により視聴する形で式典に参加し
ました。式典で、椿原学長から「良き医療福祉人は他者の命
を大切に考える思いやりの心をもち、人々に大きな幸福を与え
られる存在でなければならない」とい
ったお話がありました。式典後、大学
の学修における「講義や単位の話」
や「履修登録の方法」、「学生生活を
過ごす上での諸注意」等についてオ
リエンテーションが行われました。
　４月12日（月）以降、快適な学生生
活を送る上で必要な情報を、本学教員
が作成した動画を用いて、「医療福祉

に関するマナー」「新型コロナウイルス感染予防」「川崎医療
福祉大学同窓会」「快適な学生生活」「図書館の使い方」「海
外研修」「ボランティアセンター」「LSC（ラーニングサポートセ
ンター）」「血液検査と予防接種」「学生相談室」「消費者トラ
ブル」についてweb視聴を行いました。新入生にとっては、入学
後の不安を解消しスムーズに本学の学修へつないでいくための
大変有意義な時間になったことと思います。

川崎医療短期大学、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）での研修を行います。
　しかしながら昨年度に続き今年度も、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、全員が一か所に集まっての実施は困
難なため各施設ごとに行い、本学ではさらに細かく学科単位で
ＤＶＤを視聴する形で研修を実施しました。ただ、やり方は変わっ
ても、そこで学ぶべき内容は変わりません。
　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、川崎学園が医療人・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。毎年、各施設には、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
育として位置付けた授業を通し、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。例年４月
上旬に「川崎学園入学時合同研修」として、川崎医科大学、

人
ひ

間
と

をつくる
体をつくる

医学をきわめる

写真は2019年度に実施した様子です。広い会場ですが相当に密集するため2020年度、2021年度は実施できませんでした。



遠隔授業について

視能検査学実習Ⅰの実習風景（視能療法学科）
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　令和2年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大を受

け、全国的な動きと同じく、本学における教育体制も大き

く変更せざるを得ませんでした。そのような状況のなかで、

保護者の皆さま、学生の皆さんにはご理解とご協力をいた

だき、本当にありがとうございました。令和3年度も新型

コロナウイルス感染症の状況は落ち着くことはなく、多くの

面で変更や調整が必要なことがあり、ご心配をおかけして

いることと思います。現在までの態勢と今後の対応につい

て、教務部よりご報告、ご説明させていただきます。

　令和3年度春学期は、予定通り4月6日から、全学科の

1年生が一堂に会して受講する「医療と福祉」以外の全

ての科目について、在学生、新入生ともに、対面による

授業形式で開始しました。各学科で新型コロナウイルスに

ついての教育（啓発）、感染対策指導を強化することで、

学内でのクラスターや濃厚接触者を出すことなく、授業を

進めることができました。全国的な感染状況の広がりから、

遠隔授業の形式への切替えが生じることに備え、対面授業

を進めながらも、一部遠隔授業を取り入れるなど、各教員

が準備を進めるとともに、学生が戸惑うことがないように丁

寧な説明と働きかけを心掛けました。

　医療福祉人を育てる本学にとって重要な学びの機会

の１つである新入生を対象とした旭
あさひ

川
がわ

荘
そう

研修は、例

年と異なる形式ではあるものの、感染対策をした上

で実施出来るよう、5月の連休明けに計画していまし

た。しかしながら、岡山県における感染状況の悪化

を考慮し、昨年度に引き続き、現地での研修は中止

としました。そのため、現地での実地研修にかわる学

びができるような課題を新たに設定し、「医療福祉」

の思想の根底にある考え方を理解し、旭川荘の設立

から本学の創立に至る流れについて考えが深められ

るように工夫しました。

　5月15日付の学長声明どおり、5月16日から岡山

県に緊急事態宣言が適用となることを受けて5月17日から

学生の構内への立入りを原則禁止し、授業形態を全面的

に遠隔授業に切り替え、学外実習も一旦中止としました。

一部の実習、演習、実技そして実験の科目は休講となりま

したが、遠隔授業への切替えのための準備を進めていたこ

ともあり、比較的スムーズに遠隔授業に切り替えることがで

きました。

　5月末に緊急事態宣言は6月20日まで延長されること

が決定となりましたが、本学では教育を止めないという学長

判断のもと、十分な感染対策とコロナ教育を徹底すること

を前提に、1時限あたりの構内滞在学生数を調整し、対面

でないと実施できない一部の科目については、６月7日より

対面授業を再開しました。また学外実習についても、感染

対策指導および授業前の感染対策教育を徹底し、実習

先施設と十分な連携のもと、再開しました。

　今後、学生のワクチン接種も始まり、引き続き多くの調

整が必要となってくることが予想されます。ひとつひとつの

課題に対し、大学全体で最善策を検討し、取り組んでま

いります。ご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いい

たします。

（教務部）

感染拡大を受けて遠隔授業への切替え



研究室訪問　　保健看護学科
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　保健看護学科では、数ある分野の中から、自身が講義や実習などを通して興味・関心のあることや疑問に思ったことを
もとに、ゼミが決まります。
　私たちの卒業研究のテーマは「新人看護師の支援体制と新人看護師に求められる姿勢」です。コロナ禍においても看護
師不足や退職の問題が浮き彫りとなっています。新人看護師の離職理由で最も多いのは「基礎教育終了時点の能力と現
場で求める能力とのギャップが大きい」といういわゆるリアリティショックに直面することや、「現代の若者の精神的な未熟さや
弱さ」だと言われています。また、助けを求められない看護師が退職することも珍しくないと知りました。私たちの就職も目前
に迫ってきており、新人看護師の教育支援体制に関してどのような研究がなされ、何が明らかになっているのかを知りたいと
考えました。さらに、私たち新人看護師に求められる姿勢、成長していくために必要なことを明らかにすることで、受け身では
なく主体的に支援を得ることができると思い、研究を進めています。
　現在、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が岡山県に発出されており、登校に制限があるため、Teamsを
使ったゼミをしています。卒業研究だけでなく、就職試験対策の面接練習も同時進行でやっていて、就職内定に向けてチーム
ワークが高まっています。

令和3年6月10日執筆

　広島県出身で、看護師として10 数年勤務しました。ふと残り何年看護師として働くか考えたとき、
「このままではいけない」と思い進学しました。広島、兵庫、高知の大学勤務を経て、ご縁に恵まれ
本学に着任し7 年目を迎えました。嬉

うれ

しいと思うのは、実習先で卒業生に元気よく声をかけられたとき
です。

ゼミ・研究テーマについて

葊
ひろ

川
かわ

恵
けい

子
こ

先生のプロフィール

オンライン形式でゼミを行っています

葊川ゼミ
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取材協力：◆ 4 年生取材協力：◆ 4 年生　　久久
ひさひさ
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中中
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  志志
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帆帆
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さんさん

心強い先生とお互いの意見を取り入れ話し
合えるゼミの友達で、楽しくゼミ活動を行えて
います。緊急事態宣言の影響を受けて登校で
きないこともありますが、卒業研究の完成と全
員の国家試験合格に向けて、学生生活の最

後の1年間を楽しみながら頑張っていきたいです（須山）。

Q１ 看護師を目指した理由を教えてください。

　看護師になろうと決めたのは高校2年生のときでした。目標をもって進学したいと思っていて、学校の先生か看護師
かどちらか悩みました。結局、看護師を選びましたが、その決断理由はここにはちょっと…書けません。高校生のころ
は、看護の教員という選択肢は思い浮かびませんでしたが、今思えば夢が2つかなっていて、自分でも驚いています。

Q2 どのようなことを大切にして、教育をしていますか。

　少し難しい話になりますが、大学における看護系人材養成のあり方に関する検討会で、学士課程の教育において
「卒業時に修得できている能力だけに着目するのではなく、卒業後、自分自身で物事を考えて組み立て、学習した知
識、技術を統合していく力を獲得できるように教授していく」ことの重要性が示されました。私は、この点を常に意識し
ています。この統合していく力の獲得に必要なのは、自分が知りたいことを自分で調べられること、具体と抽象の行き
来をして理解を深めていけること、この2つだと考えます。
　自分が知りたいことを自分で調べることができるというのは、簡単そうで実は簡単ではないと思います。知りたいこと
が書いてある本を見つける、書いてあることを読み取れるようになるには、時間や支援が必要なので、実習では一緒
に見つける、読み取ることを心がけています。在学中の実習で受け持てる患者さんは十数名で、卒業して初めての疾
患に出会うことの方が多いと思います。そのときに、どのような本を読むと知りたいことが書いてあるのかがわかり、さら
に知識と知識、知識と実際の症状などを結び付けて読み取ることができれば、どこに行っても、どんな疾患を持つ
患者さんに出会っても大丈夫だと思います。
　また、実習で体験したあのことは大学で学んだあのことか、大学で学んだあのことは実習で体験したあのことだった
のかと、どちらの方向からでもいいので行き来して理解し、自分の中に落とし込んでいけることを大事にしています。
実習での具体と授業での抽象、これを行き来して考えることができるようになってもらいたいと思っています。
　この2つのことに共通しているのは、応用性が高いということと、「わかった！」「そうだったんだ！」といった知的な
満足感が得られるということです。卒業してからも成長していけるような、しっかりした土台作りを大切にしています。

ゼミ生の声（イラストは松中さん作です。）

学生からの質問

ゼミでの研究を主体的に取り組めるテーマ
で行うこと、それぞれが積極的に意見交換をす
ることがより良い研究につながると思います。
とても頼りになる先生とメンバーと楽しく活動す
ることができています。国家試験までみんなで

支え合って卒業に向けて頑張って行きたいです（松中）。

ゼミのグループ全員で時間をかけて考えた
このテーマは、これから新人看護師になる自
分たちにとってとても役に立つ研究になると
思います。ゼミを通して看護師についてもっ
と知ることができるように、楽しく活動してい

きたいと思います（久野）。

葊川先生はとてもユニークな先生です。ま
た、ゼミ生はみんなとてもすてきな頼りになる人
ばかりなので、私はどんな意見でも積極的に言
うことを大切にしています。そうすることで、そこ
から色々な事が広がり、たくさんのアイデアや

視点が生まれていくからです。そして、それこそがゼミ生みん
なで研究することの楽しさなのだと実感しています（塩田）。

Q&Aコーナー
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企画特集　大学院生の日常

　私は現在、主に発達障害がある人に関わる仕事をしながら、週2日大学院の医療福祉学専攻総合

コースに通学している。大学院に通おうと思った理由は、これまでの仕事の経験から、多様な分野や

職種との連携の必要性と、個別のニーズに合わせた対応の必要性を強く感じ、さらに理解を深めたい

と考えたからである。

　大学院と仕事の両立は大変な部分も多いが、それ以上に多くの学びを得ることができている。総合

コースに入学して、特によかったと感じることは、幅広い分野から講義を選択できることである。総合コースでは、他のコース

と比較して選択科目が多い。様々な専門職の先生から週替わりでそれぞれの役割や連携について学ぶ機会もあり、まさに

仕事に直結している。また、研究をまとめる、あるいは自分の研究を相手に伝える行為は、仕事上でのアイデアを形にし、自

分の考えを職場の人に伝える行為そのものであり、研究の副産物を得ていると実感している。大学院での学びを仕事に即

実践・還元できることが、研究者かつ社会人である自分を大きく成長させてくれている。

　2020年に大学院に社会人入学し、長期履修制度を利用しています。総合病院に長年勤務してい

ますが、5年前に栄養科の責任者となり仕事の幅が増え、もう一度勉強したいと常々感じていました。

2019年5月号の「臨床栄養」に掲載されている当大学院の紹介記事を読み、入学を決意しました。

社会人入学していた友人に相談できたことも大きく、また、働き方改革で有給休暇の取得が推奨され

ており、職場の協力も得られました。コロナ禍の学生生活で制限されることもありますが、水・土曜日

に講義をまとめていただき、仕事との両立をしています。

　仕事ではがん専門管理栄養士として消化器がん患者の栄養食事指導や栄養管理を行っており、「肝臓がんの栄養管

理」をテーマに研究しています。管理栄養士として実務を経験した上で講義や研究指導を受けることにより、新しい知見や

視点ができ、臨床業務に生かすことができています。日々の業務をまとめ、数値化、論文にすることの大切さも実感していま

す。先生方や大学院生の友、職場や家族など多くの方の協力に感謝しながら学ぶことを楽しんでいます。

医療福祉学専攻  修士2年  秋
あ き

山
や ま

  裕
ひ ろ

則
の り

臨床栄養学専攻  修士2年  大
お お

原
は ら

  秋
あ き

子
こ

1 . 仕事に還元される研究活動

2 . 仕事・家庭と両立しながら学ぶ日常
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◦大学院進学の経緯を教えてください。

　普段仕事で関わる人とは違う方の指導を受けることで、自分自身の視野や考え方が広が

り、研究を通して新しい成長ができればと考えました。また就職して10年目になり、単純に

新しい環境で壁に向かって頑張りたいと考え、進学を決意しました。

◦勤務との両立方法を教えて下さい。

　勤務先が附属病院ということもあり、研究や勤務の状況をお互いに配慮していただき、

助かっています。業務では当直や拘束当番の日を調整し、急ぎの実験があるときは勤務

後でも実験等を行っています。また、授業の調整や研究打ち合わせはオンラインで実施す

るなど、時間確保が可能になるよう工夫しています。

◦今後の抱負を教えて下さい。

　大学院に行って一番良かったと思えるのは、今の研究内容が実際の臨床現場でいかせるようになったときだと考えています。

そのためにも、引き続き勤務と研究を両立させながら頑張っていきたいです。

　「もう少し研究を続けてみたら？」と声をかけてくださった指導教員の一言

から、私の大学院生としての道が始まった。卒業研究を通して研究の面

白さに触れ、研究の世界に少し挑戦してみようかなという気持ちが芽生え、

大学院進学を決めた。

　私の大学院生活は、朝から実験を開始し、昼から分析を始める。分析の

合間に、論文検索や、学会が近ければ発表の準備などを行っている。夕方

からは、指導教員と研究について話し合う、といった一日である。分析や学

会準備に追われる一日もあれば、朝から晩まで机に向かって論文を読み、申請書の作成をしている一日もある。想像以上に毎

日が研究の日々だが、研究を頑張った分、「学会発表」という名の旅行もついてくる。ただ、学会で先生方に打ちのめされ、さ

ほど楽しめず大学へ戻ることも多かった。

　周りの同級生は、働いている人も、結婚した人もいて、それぞれの道を進んでいる。私は、相も変わらず学生として研究漬け

の日 を々送っているが、結構、充実していると思う。仲間同士で集まったとき、みんながあっと驚くような研究を続けていたい。

臨床工学専攻  修士2年  白
し ら

髪
が

  裕
ゆ う

二
じ

郎
ろ う

健康科学専攻  博士後期1年  渡
わ た

邉
な べ

  知
ち

央
ひ ろ

3 . 社会人大学生の仕事と研究の両立

4 . 大学院への挑戦

インタビュー
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社会連携センターだより

2021年度  高大連携活動

　社会連携センターの活動の一つに「高大連携（高大接続と

もいいます）」というものがあります。

　「高大連携」では、高校生が大学での学びに触れることで、自

らの進路について考える機会を提供し、高校と大学とが双方向

の協力関係を構築することを目的としています。具体的には、本

学の教員が高校へ講義に行く「出張講義」や、高校生が本学

へ来学し講義を受けたり実習設備を見学したりする「キャンパス

見学」の企画を行っています。学生の皆さんも高校生の時にこ

ういった機会があったのではないでしょうか。

　毎年、多くの高校とこのような機会を作っていますが、今回

は特にノートルダム清心学園清心女子高等学校と15年間続

けている「高大連携プロジェクト」についてご紹介します。

　清心女子高等学校で「発展学習」の内容を考えていた折、

本学では高大連携を積極的に行おうとしており、双方の動き

が合致し、距離も近いことから、年間を通して出張講義とキャ

ンパス見学をほぼ毎週行うという計画が立てられました。当初

は、本学医療福祉マネジメント学部の4学科の専門性を生かし

た連携講座からはじめましたが、本学全体の教育内容につい

て高校生に学びの機会を提供するために、2015年度からは

全学部全学科の教員がこの連携教育に参加することとなりまし

た。また、2020年度からはこの取組みが清心女子高等学校の

「総合的な探究の時間」に位置付けられ、講義を受ける、施

設を見るだけでなく、そこで得た知識をもとに高校生が学びを深

めていくというものに変わっています。

　昨年度に続き、今年度も新型コロナウイルスの感染拡大に

より、様々な制約を強いられていますが、4月13日には第１回

の講座が本学で行われました。今年度受講生となった36名の

生徒に対して、社会連携センター長の飯田教授より歓迎の挨

拶があり、続いて医療福祉学科の仲井准教授より「医療ソー

シャルワーカーの仕事」について講義が行われました。今まで

「医療ソーシャルワーカー」という仕事を聞いたことのない生徒

も、仲井先生の話に聞き入り、しっかりメモをとるなど「医療福

祉職」に興味を持っていたようでした。

　今回は高大連携活動のうち、清心女子高等学校との取組み

を紹介しましたが、他の多くの高校ともこのような取組みを広く

行っており、多くの高校生に「本学での学び」に興味を持っても

らえるよう活動を続けています。学生の皆さんも大学内で「キャ

ンパス見学」に来ている後輩を見かけることがあったら、「大学

での勉強は大変だけど目標に向かって頑張っているよ」と、是

非声をかけてあげてください。

～清心女子高等学校とのプロジェクト～

清心女子高等学校での昨年度の学習発表会の様子 清心女子高等学校生徒が本学に来学し仲井先生の講義を受ける様子
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Fake it till you make it.

医療情報学科  講師

　虫
むし

明
あき

　昌
まさ

一
かず

　私が就職活動をしたのは、バブル経済が弾けて「就職氷河期」
と呼ばれる時代でした。当時は「100社受けても内定がもらえな
い」と言われるくらい就職が難しい時期でした。それでも地元の
広告代理店に就職できましたが、先行きが見えない不安から転職
を決意し、病院へ再就職した経緯があります。
　厳しい就職・転職活動でしたが、常に心掛けていたことは、「自信
を持つ」ということです。当時の私は自己肯定感が低くて、自信が
ありませんでした。それでも、いかにして自信があるように見せること
ができるかは、常に考えて行動しました。英語のことわざで “Fake 
it till you make it . ”（そうなれるまで、なったふりをする）という言葉
があります。実際にその力をまだ持っていなくても、持っていると思
い込んでいればやがて現実になるという意味です。
　なりたい自分を演じていれば、なりたい自分になれます。内定を勝
ち取った姿を想像しながら、前向きに頑張れば結果は自ずとついて
きます。

職への価値観を明確にしておく

言語聴覚療法学科  助教

　小
こ

谷
だに

　優
ゆう

平
へい

　本学を卒業後、回復期リハビリテーション病院、介護老人保
健施設、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所
などの地域医療・福祉に近い職場で働いてきました。
　学生の頃を思えば、4年生になるまで言語聴覚士として自分が
何に興味を持っていて、何をしていきたいのか、全く想像していま
せんでした。そのため就職へのイメージも湧かず、なるようになる
のだろうと楽観的に考えていました。しかし結局、回復期の病院
に就職でき、その後多くの介護保険事業所で働くことになったの
ですが、そのきっかけは言語聴覚士の実際の働きを学外実習に
て肌で感じ、自分が持つ興味が、患者さんが住み慣れた地域で
在宅生活を支援する点にあると気づいたことでした。その後の見
学などでは、感じていたものが確信へと変わって行ったように思い
ます。
　就職で後悔しないためにも、現場を見るなどして、自分が目指す
職へのイメージを明確にすることは、私は重要であると思います。

「あいさつ」「身だしなみ」は
日頃から

医療秘書学科  助教

　松
まつ

岡
おか

　智
さと

子
こ

　私は本学を卒業後、川崎医科大学附属病院の医事課にて勤務
していました。
　就職活動をするなかで心掛けていたことを２つ紹介します。１つ目
は相手に気持ちが伝わる「あいさつ」です。就職活動は一瞬一瞬
が勝負です。会って数分で合否が決まるということもあるので、
第一印象を大切にしました。
　２つ目は「身だしなみ」です。簡単、当たり前だと思われがちです
が、医

・
療
・

現
・

場
・

が
・

求
・

め
・
て
・

い
・
る
・
「身だしなみ」の実践です。「身だしな

み」と「おしゃれ」は違います。長い髪はまとめる、爪を短く整えるな
ど、清潔に保つことは医療従事者として不可欠です。患者さん、
利用者さんは清潔感や安心感を求めていらっしゃいます。また、人
間は情報の半分以上を目から得ていると言われます。パッと見た印
象で「信用・信頼できそうな医療従事者」と評価されることは、仕事
のしやすさにも直結します。医療現場ではまず信用・信頼を得るた
めの「身だしなみ」が必須です。
　「あいさつ」「身だしなみ」を日頃から習慣づけ、就職活動の強み
となることを願っています。

一生懸命なときほど、人の言葉に
耳を傾けることが大切

臨床心理学科  助教

　小
お

野
の

　瑞
みず

恵
え

　私は臨床心理士を目指し、本学に入学しました。臨床心理士
は様々な領域で活躍していますが、私は教育領域での就職を
イメージしていました。そのため、適応指導教室の指導員や学生
ボランティアなどで臨床経験を積み、教育臨床に関する研究に
取り組んで修士論文にまとめました。一心不乱と言えば聞こえは
いいですが、ある先生には「視野が狭い」と指摘されるくらい、
かなり興味と経験の偏った学生生活であったと思います。大学院
修了後は念願だった教育領域に就職が決まり、やりがいを持って
仕事に励みました。そして仕事に余裕が出てきた頃、ようやく自身
の視野の狭さに気が付き、考えるようになりました。
　この私の例からわかるように、何事も、余裕がなく一生懸命な
ときほど自分の特徴や状態に気が付かないことがあります。他者
からの何気ないフィードバックは、時にその人の本質を言い当て
ており、一生懸命なときほど耳を傾ける価値があるということを学
生の皆さんにお伝えしたいです。

　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
伺いました。
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　今年度第1回目となる「3校合同オープンキャンパス2021」

（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）が6月20日（日）に開催されました。昨年度と

同様、新型コロナウイルス感染予防対策を講じての実施とな

りましたが、計840名（午前の部452名、午後の部388名）

の高校生、保護者の皆さんが来場されました。毎回好評い

ただいている「学科によるミニ講義・体験学習」や「入試・

編入学等相談コーナー」、「在学生との交流」などのイベント

に加え、今回から、学科（対象9学科※）が指定したミニ講

義や体験学習等に参加し、認定基準に達していると認めら

れた方に「有資格認定証」を交付する新たな取組みも行わ

れました。「有資格認定証」を交付された方は、2022年度

入試 学校推薦型選抜前期〈有資格〉において、当該学科

に出願することができます。今回のオープンキャンパスでは、

対象9学科で62名の方が受講されました。

　来場者アンケートでは、興味を持っている学科や職業の

説明に加え、コロナ禍での学生生活についても直接話を聞

くことができて良かったという感想がありました。また、学科

の相談コーナーで教員・学生スタッフが進路について親身に

相談に乗ってくれたことで、進路に対する不安が緩和された

という感想なども多く寄せられました。一部リモートでの対応も

ありましたが、ミニ講義や体験学習を通して大学で学ぶ内容

を見聞きし、多くの方に楽しんでいただけたようです。お帰り

の際には、来場者全員に学内ベーカリーショップ「ぱん・で・

らんち」のパンをプレゼントし、笑顔で受け取る方々の表情

が印象的でした。

　次回は、7月25日（日）に3校合同で開催されます。来場さ

れた方が喜び楽しむようなオープンキャンパスとなるよう、3校

で協力し準備を進めていきたいと思います。

（川崎学園アドミッションセンター）

※対象学科
（川崎医療福祉大学）医療福祉学科、子ども医療福祉学科、臨床栄養学科、健康体育学科、医療福祉経営学科、
　　　　　　　　　医療情報学科、医療秘書学科、医療福祉デザイン学科

（川崎医療短期大学）医療介護福祉学科

3 校 合 同 オ ープ ン キ ャン パ ス 2 0 2 1

キャンパスインフォメーション
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　6月18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59回研究集会（講演会）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。最後に、小野寺昇学会運営委員長の挨拶があり閉会しました。

（庶務課）

令和3年度  川崎医療福祉学会総会及び第59回研究集会（講演会）開催

（1）「高エネルギー X線治療における斜入表面線量の算出」
川崎医療福祉大学  医療技術学部  診療放射線技術学科  准教授

成葊　直正

（2）「高次脳機能障害者の就労支援」
川崎医療福祉大学  医療福祉学部  医療福祉学科  教授

後藤　祐之

（3）「バイオフィルム感染症における難治化の原因と治療薬の開発」
　　川崎医療福祉大学  医療技術学部  臨床栄養学科  教授

村上　圭史

（4）「個人健康情報管理（PHR）の利活用に関する研究について」
川崎医療福祉大学  医療福祉マネジメント学部  医療福祉経営学科  准教授

櫃石　秀信
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　今年度の新型コロナウイルス感染症対策は、全国から多くの新入生が一斉に登校する入学時の対応から始まりました。事前に、全入
学生に直近2週間の健康観察記録と不要不急の外出自粛、登校時の検温などを要請し、入学式も学科ごとに分散してのオンライン参加
となりました。併せて新入生ガイダンスにおける通学証明書発行や物品販売、ロッカー利用など混雑が予想される場面での3密回避に取
り組み、全体的に心配される状況が生じることなく諸行事を終えることができました。その後、学生の生活面に関しては、飲食時の危険
性が最も高いことから学内での基本的な感染予防指導に加えて、次の感染防止対策に取り組みました。

１.飲食場所の限定
⃝学内で飲食をする場合は、全て黙食とする。
⃝飲食は学生ラウンジと学科で指定された教室、屋外で他と距離を保った状態でのみ可とする。
⃝学生ラウンジは、１テーブルに１人のみの使用とする。
⃝学科で指定された教室では、教員による昼食時のマナー指導や学生による食事後の机上アルコール消毒を行う。

２.部・サークル活動における制限
⃝飲酒を伴う会食、会合等は禁止する。
⃝感染拡大防止対策を記した部・サークル等活動願を大学に提出し、許可された団体のみ活動できる。
⃝公式戦終了後２週間は健康観察表を記録し、実習等がある場合は２週間の観察期間を経た後の実習等への参加とする。
⃝練習（試合）については、県内における県内の大学との練習（試合）のみ許可する。

３.実態把握
⃝県外移動時には事前に、学科長と学生課に届ける。（県外移動届）
⃝発熱等の症状は迅速に学科長と学生課に報告する。（新型コロナウイルス感染症管理基準による報告書・様式１）
⃝濃厚接触あるいは接触が疑われる場合も報告する。（新型コロナウイルス感染症管理基準による報告書・様式２）
⃝部・サークル活動時は感染防止対策を添付して活動願を提出する。（部・サークル等活動願）
⃝風邪症状や感染が疑わしい時は安心して自宅休養できるよう、様式１・２の提出があれば公欠の扱いとする。
⃝学内で濃厚接触者などが発生した場合は、速やかに関連のあった学生を把握し、登校回避の指導をする。併せて状況に応じて附属

病院でのＰＣＲ検査を指示する。

　これらの対策により、今年度の学内における学生の陽性者は３名に留まっています。その後、５月16日（日）に岡山県に緊急事態宣
言が発令され、本学でも一部やむを得ない場合を除いて学生は登校禁止となり、部・サークル活動も全面停止となりました。６月中旬に
は県内の１日の感染者数が減少傾向になり、一部の実習等で対面授業が再開されました。しかし、部・サークル活動の停止や学内で
の食事等は指定教室のみとする制限など、厳重な感染防止対策が継続されています。　　　　　　　　　　　　　　　　（学生課）

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・大学院）春学期代替授業日
（木曜日分）
3校合同オープンキャンパス
学部）春学期授業終了
学部）春学期定期試験・補講予備
期間（～8/26）
学部）春学期代替試験日（月曜日分）
大学院）春学期授業終了
大学院）夏季休業（～9/28）
オープンキャンパス

大 学 行 事

7月21日

7月25日
7月28日
7月29日

8月12日

8月13日
8月22日

学部）夏季休業（～9/28）
編入学・大学院（修・博1期）入試
協助会役員会
学部・大学院）履修登録Ⅰ（～24）
学部・大学院）春学期末卒業証書・
学位記授与式
学部・大学院）秋学期授業開始
学部・大学院）履修登録Ⅱ（～2）
総合型選抜二次審査
学園祭（Web開催）

8月27日
8月31日
9月4日
9月13日
9月22日

9月29日
10月1日
10月9日
10月17日

自閉症特別講座（Web開催）

自閉症特別講座（Web開催）

自閉症特別講座（Web開催）

自閉症特別講座（Web開催）

自閉症特別講座（Web開催）

自閉症特別講座（Web開催）

医福大創立30年記念講演会

学 会 等 開 催〔予 告〕

7月16日

7月30日

10月1日

10月22日

10月29日

11月5日

11月6日

学生生活における新型コロナウイルス感染拡大防止対策について




