
（ 1 ）

川崎医療福祉大学 
広報編集委員会 

保護者配付号 

平成19年11月19日 第91号 

◇ 一般寄稿 ................................................................... 2
◇ 夏休み活動トピックス ................................... 3
◇ 学生プラザコーナー ........................................ 9
◇ 就職奮戦記 ........................................................... 10
◇ 2007年学園祭 ...................................................... 12

◇ キャリア講演会 ................................................ 17
◇ 並木道 ..................................................................... 20
◇ 合格への道 .......................................................... 21
◇ キャンパストピックス ............................... 25
◇ キャンパスインフォメーション .......... 28

目 次



（ 2 ）

先日（９月１日）本学の公開講座が開催されまし

た。その中で基調講演をさせていただき，「コンパ

クトシティ」と呼ばれているヨーロッパにおける街

の再生事例を紹介しました。引き続き，LRT（低

床型路面電車）で街の再生計画を進行中である富山

市の担当者を招きその具体的事例を説明していただ

いた。ヨーロッパの街づくりの潮流であり，またわ

が国の最新の行政施策ともなっているコンパクトシ

ティをコンセプトとした内容である。東日本及び，

日本海側の中核都市はそれぞれ独立性があ

りコンパクトに集約していくことに意義が

あり街の活性化，高齢化対策，環境対策に

も効果があると思われる。一方，地元であ

り倉敷の都市計画の骨子は「ポリセントリ

ックシティ」という内容でした。西日本の

特に太平洋ベルト地帯の都市群（倉敷もそ

れに含まれる）は独立性よりも連続性，街

と農地との混在に特徴がある。本稿では当

日多くを語れなかった我が国においてかな

りの割合を占めるこれらの都市群につい

て，もう少し言及する必要性があると思い

寄稿します。これらの都市群は急速な経済

発展，モータリゼーション，種々の社会学

的な要因，法の未整備など……複合的な要

因で中心市街地の衰退や近郊農地の乱開

発，景観の破壊，ニュータウン居住者の高

齢化，交通の不便などの状況を呈している。

そして悪循環に陥って，先が見えない状況

となっている。これらのコンパクトシティ

にはなりえない普通の街
．．．．

をなんと呼んだら

いいのだろう？

ドイツの都市計画家トマス・ジーバーツがこのよ

うな都市，都市群に光をあててくれました。残念な

がらコンセプチュアルな名前ではありません。「間
．

にある都市
．．．．．

」という少々あいまいなネーミングです。

美しい国土を持ち，厳しい法規制や国民性により維

持されていると思われているドイツにおいてもモー

タリゼーションの結果，中世のコンパクトな城郭都

市がスプロール化し，面として広がってしまってい

ます。この間にある都市
．．．．．．

はどんな特徴があり将来ど

うなるのか，どうあるべきか！

歴史的にみて都市の生成はそれなりの必然性や合

理性があった。封建時代の城下町，港湾立地の工業

都市，内陸部の農業集積都市等々。一方，われわれ

日本人が自然だと思っている水田中心の田園風景は

「文化」という言葉の語源（culture＝耕す）でもわ

かるように人工の風景である。そこには最低限のイ

ンフラ（あぜ道と水路）がすでに用意されていた。

法規制がゆるいと，この間にある都市
．．．．．．

の生成は容易

である。まずＡ市からＢ市に向けて道路が整備され

る。その間の地区，そこは土地代が安く車を購入し

ても計算が成り立つ，既存都市部より自然環境がよ

い。モータリゼーションの媚薬にとりつかれた我々

は消費社会の誘惑にのり，ある程度の不便をおして

住宅を建てる。住民が増えると生活利便のために店

舗ができる，という連関でＡ市とＢ市の間にある街
．．．．．

ができていく。そのうちにＡ市，Ｂ市の既存の中心

市街地が衰退してくる。これは悪循環なの

か？　ジーバーツはこの状況を自然の摂理

としてとらえ，モータリゼーションの利便

性を認めたうえで前向きに考えようという

立場をとっている。生産現場である農地と

住宅の混合，二次産業，三次産業との混合，

いわゆる用途混在は本来の街のあるべき姿

ではないかという考え方である。さらに，

現在進みつつあるユビキタス社会において

は従来の都市の骨格である交通インフラや

顔であるビジネス街，商店街すら必要がな

くなるという論もある。

残された問題は景観，街のデザインはど

うなるのか！　今，日本の大都市
．．．

は経済原

理にしたがってそれなりの景観の秩序がつ

くられつつある。それに比して間にある都
．．．．．

市
．
の景観はその地域の風土や伝統文化と関

係なく無秩序に増殖している。工業化の進

んだ住宅メーカーや奇をてらった外観の店

舗群や大型の原色の看板，これを景観破壊

と見るのか？　しかしジーバーツはその中

に現代音楽や現代美術に見られる芸術性を

見出そうとしている。現代思想につながるパラ美学

という概念がそうだ。しかし紹介しつつも現代思想，

現代音楽，現代美術からの文脈は感じられるがそれ

以上のことは説明できない。今のところ，秩序ある

田園風景，風土に培われた景観に美学を見出す徒と

しての立場をとらざるを得ない。

このような状況の中で間にある都市
．．．．．．

は現代社会の

混沌とした潮流に身を任せるしか仕方がないのかも

しれない。しかし苦しみながらも自立的にその方向

性を見出して行かなければならない，バブル期の博

覧会のようなカンフル剤ではなく生活者自らの内な

るうねりを待ちたいものである。「共生」，「スロー

ライフ」などのキーワードはいくつか浮かんでくる。

街は生活文化そのもの，人，家族，仕事，娯楽，福

祉，学び，エコロジー……そしてわれわれ自身，学

生を含めた大学人も無関心ではいられない。

一般寄稿

「
公
開
講
座
―
み
ん
な
で
考
え
よ
う

ま
ち
づ
く
り
」
―
そ
の
続
き

医
療
福
祉
デ
ザ
イ
ン
学
科
教
授
　
大
　
戸
　
　
　
寛



（ 3 ）

康　新しいデータでワクワク授業」，第２回は子育て中
のパパ・ママを対象とした「子育て心理学　幼児・児童
の眠り習慣と健康」という講座です。いずれも，眠りを
誘うメラトニンというホルモンの分泌メカニズムや，質
の良い睡眠が心身にもたらす効果などについて，最新の
データをもとに解説がなされました。その後，第１回で
はグループに分かれ，小学１年生から６年生までの学年
ごとに，早寝早起きの習慣づけについてどのように伝え
るかの授業計画案を作り，紹介しました（左下の写真）。
第２回では，良い睡眠習慣をつけるために家庭でできる
取り組みや，実際に困っていることについて，具体的な
やりとりをおこないました。どちらも楽しく，次へとつ
ながっていきそうな対話型セミナーとなりました。

夏休み活動トピックス 
実習訪問を通じて

医療福祉学科　助教　澤田　早苗

韓国研修を終えて

保健看護学科　２年　吉富　未央
井本　絵美　
和田　真璃

私たちはこの夏休み，学問の視野を広げるために韓国
へ研修に行ってきました。隣の国とはいえ，韓国の医療
現場には日本と違う面が多くあり，学びを深めることが
できたと思います。
この研修では，大学見学だけでなく，附属病院や助産
所の訪問などの体験をしました。その中で一番印象に残
ったのは，助産所の見学でした。私たちが訪問した助産
所では，生まれた赤ちゃんと両親に対して，歌をうたっ
て新しい命を祝福していました。韓国語だったので，言
葉の意味は理解できなかったけれど，両親の表情や，そ
の場の雰囲気を感じ，喜びを一緒に味わうことができま
した。助産所は心地よい雰囲気で，安心して出産できる
環境作りがされており，その１つひとつに思いやりを感
じました。韓国も日本と同様に，助産所の数が少なく，
片道２時間ほどかけて来られている方もおられました。

この夏はあっという間に過ぎ去った。特に８月後半か
ら９月にかけて駆け足だった。駆け足となったのは，実
習で頑張っている学生への訪問が続いていたためである。
私は県内と近県を中心に，10ヶ所程訪問した。訪問先
へと向かう電車の中では，夏休みの光景を沢山目にした。
子ども達の弾んだ声や大学生と思われる若者の集団。ど
れ１つとっても，夏という季節にぴったりな，弾むよう
な，軽やかな姿だった。各駅電車の揺れに身を任せなが
ら，車窓いっぱいに広がる緑に目をやると，夏なんだと
実感した。
実習訪問先では，学生が顔を真っ赤にして子どもと遊
んでいた。訪問時の面談でも実習が楽しいという学生の
姿があった。そうかと思えば，壁にぶつかり，悩みなが
ら前に進んでいる学生の姿もあった。こんな表情をする
のかと，改めて学生１人１人と向き合った様な気持ちに
なったのを鮮明に覚えている。等身大で実習の中に身を
置き，感じ，悩み，模索している。だからこそ，学生自
身の言葉で伝えてくれる１つ１つのことが，とても大切
であり，私に響くのだろう。
秋からの講義での振り返りを通して，学生はさらに学
びを深めていくことだろう。実習報告会が楽しみである。
学生にとって学びの夏であったように，私にとってもま
た学びの夏であったように思う。沢山の新鮮な風をもら
った。この実習を終えて秋に大学に戻ってくる学生は，
どんな表情をしているだろうかと楽しみになった。同時
に，秋からの講義を通して，学生とどんな話ができるの
か，どんな話をしようか，頭を巡らせた。
帰りの電車の中で，再び電車の揺れに身を任せながら，
車窓いっぱいに広がる夕日に照らされる街並みを見てい
ると，夏なんだと再び実感した。顔を真っ赤にして子ど
も達と遊んでいた学生の顔が思い浮かんだ。

平成18年４月に「早寝早起き朝ごはん」国民運動が始
まり，その後各地での活発な取り組みが見られるように
なっています。しかし，なぜこうした基本的生活習慣が
必要なのか，また，実際どのようにして子どもにそれを
身につけさせるのかを，的確に説明することは難しいも
のです。このテーマに関して，小中学校が夏休みに入っ
た７月下旬，睡眠学の専門家である保野孝弘教授を講師
として２回の学科公開セミナーを開催しました。
第１回は小学校教諭を対象とした「子どもの眠りと健

子どもの眠りについて考える

臨床心理学科　准教授　進藤　貴子
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2007年８月21日c～24日f３泊４日の日程で，健康体
育学科２年生の運動学実技Ｄ（野外活動）キャンプ実習
を実施しました。一昨年は台風のため，昨年は登山道の
崩落によりキャンプ地を変更したため３年ぶりの一向ヶ
成野営場でした。３期生からこの野営場を利用していま
すので，今回が記念すべき当地10度目の実習です。
この実習は計画段階から全てを受講生が行います。全
体を８つの班に分け，それぞれの班で最終日を除く２泊
３日の行動目標を決定し，それに沿ったプログラムと食
事を考え実行します。今年はアクティブなプログラムを
計画する班が多く，８班中５班が山小屋あるいは山中泊
をして天気が良ければ山頂で日の出を見るというもので

夏休み活動トピックス 

昨年の「富士登山」に気を良くして，今年は８月20日
～23日の行程で「屋久島2007 研修ツアー」をしました。
一言で“楽しかった！”。費用は往復共に両備バス（１
日は車中泊）を利用して７万５千円と言う学生にとって
ギリギリ（？）の高額でしたが，結果的には費用以上の
価値があったと思います。参加者は私以外がすべてピチ
ピチの学生27名と添乗員１名でした。
20日の20時に大学を出発して約700 kmを走り，21日

早朝５時には鹿児島港に到着して日の出に映える桜島を
見て感激しました。高速船ジェットフォイルトッピーに
乗船して無風状態の約60 kmの船旅を楽しみながら種子
島経由で屋久島宮之浦港に昼前に到着した時は「いよい
よ樹齢7,200年といわれる縄文杉に会える（？）」と興奮
したのを思い出します。
世の中は世界遺産ブームで誰もが関心を寄せますが，

1993年に世界遺産に登録された屋久島は縄文杉を代表と
する屋久杉で有名な自然遺産の島としても，是非訪れて
見たい場所の１つでした。全周130 kmで花崗岩を土台
とする円形の屋久島では，九州最高峰の宮之浦岳
（1,935 m）をはじめ1,500 mを超す峰が20座もあるよう
です。また，北海道並の亜寒帯と海岸付近の亜熱帯の気
候の影響で，年間雨量4,000～10,000 mm（ひと月に35日
の雨が降る）という厳しい環境が，通常は300年の寿命
の杉を樹齢1,000年以上（これを屋久杉という）にも育
てることになります。
さて，21日の午後はまさにマリンブルーの一湊海岸を
我々だけで独占してマリンスポーツを満喫できたのは最
高でした。宮之浦港から南の安房にある屋久島グリーン
ホテルに宿泊し，翌22日
の早朝５時出発でいよい
よ縄文杉までの登山（標
高1,200 m）が始まりま
した。参加者を４組に分
け４名のガイドに従って
屋久杉搬出のためのトロ
ッコ道起点（荒川登山口）
で準備体操をした後，今
は廃線となっているトロ
ッコ道の上を約11 kmト
コトコと歩いてから険し
い登山道を登りました。
覚悟していた雨もなく森
林浴と木漏れ日の中での

山歩きは気持ちの良いものでした。樹齢2,000年の翁杉，
そして樹齢3,000年のウィルソン株（京都の方広寺建立
のため1586年に切り出された跡），三代杉，大王杉や夫
婦杉など以外にも，どこを見ても立派な屋久杉でしたが
次第に感動しなくなってしまう程でした。私の組は一番
遅れて大体12時前に縄文杉にたどり着き，高台で写真撮
影などしてから同じ道を歩いて，途中は屋久鹿や屋久猿
に挨拶しながら，17時過ぎに出発点に戻りました。ホテ
ルで夕食時に全員登山を祝ってウーロン茶とジュース
（院生と私はビール）で乾杯し，その後は花火大会もや
りました。
22日は７時出発で，屋久島の海岸沿いにある観光スポ
ット（巨大一枚岩で有名な千尋の滝など）や施設をバス
で観光し，やはりトッピーで鹿児島港へ，そこに待機し
ていた両備バスに乗り換えて22時に大学に戻りました。
とにかく天候に恵まれたことが成功の鍵でした。留学
生のハディージャに「“テルテルボーズ”を飾っておい
て下さい」と依頼していたのが神様に通じたのでしょう。

妊婦の不安を少なくするためにも，助産所の必要性を考
えさせられました。
また，最終日に梨花女子大の学生と交流できたことも
良い経験になりました。梨花女子大には２万人の学生が
通っており，その規模の大きさに驚かされました。交流
会では，お互いの大学の紹介や，学生生活の話題で盛り
上がることができました。学生生活だけでなく，卒業後
の進路についても話し合ったことで，自分たちの将来を
見つめ直すきっかけとなり，良い刺激となりました。
この５日間の研修は，言葉の壁に苦労しましたが，自
分たちにとって大きなプラスとなりました。韓国の方々
の温かさに感謝し，この気持ちを大切に，これからの自
分たちに繋げていこうと思います。

屋久島2007 研修ツアー

感覚矯正学科　教授　田淵　昭雄

10度目の一向ヶ成野営場

健康体育学科　教授　米谷　正造
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夏休み活動トピックス 

私はこの夏休みに病院実習を行いました。私たちは３
年の秋学期に約６ヶ月間，病院，福祉施設，学校など
様々な施設で現場実習を経験しますが，４年の夏休みに
行うこの実習は就職活動なども兼ねて自主的に行いま
す。自主的に行う実習のため，施設選びから依頼まで自
分で何もかもしなければならなくて，実習を行うのは８
～９月の間ですが，６月の中旬には実家の近くにある，
就職を希望する病院を選び，依頼の電話をしました。病
院へ電話をかけるのはとても緊張しましたが，私の実習
は希望していた病院に快く受け入れて頂けました。その
後も，実習依頼書の送付や事前のあいさつなどを先生や
先輩方からアドバイスを頂きながら，実習の準備をしま
した。
病院では５日間，地元の大学生と一緒に実習をさせて
頂きました。実習先の病院は調理も栄養指導も全て直営
で行っていて，半日は調理，残り半日は講義や見学を行
いました。この病院では安全で心のこもった食事を提供
することを目標にしていて，どの食事の盛り付けも今ま
で行った施設では見たことがないくらい丁寧にされてい
ました。例えば，「煮物」でも皿によって具の偏りがで
きないように，１種類ずつ盛り付け，最後に煮汁をかけ
て完成させます。どの食事も心がこもっていることが見
るだけでよくわかりました。また，この病院にはデイル
ームがあり，管理栄養士や調理に関わった調理員たちが
直接患者様に食事を手渡していて，わたしも毎日一緒に
食事提供に参加させて頂きました。患者様に直接触れ合
うことで，コミュニケーションをとったり，生の意見を
聞くことができ，患者様との触れ合いの大切さ，意見を
頂けるありがたさを学ぶことができました。栄養指導や
教室，NSTミーティングの見学では，他のいろんな職
種の方々と協力しあっている様子を拝見させて頂き，改
めて管理栄養士が他職種の方々との関係を大切にして働
いていることを知ることができました。
今回の夏季実習で，患者様や他職種の方々との関係を
大切にすることが管理栄養士の業務の１つであると感

○施設の概要
名古屋第二赤十字病院のリハビリテーション科は総
合リハビリテーション施設として，高度医療および，
第三次救急医療に対応した急性期のリハビリテーショ
ンを中心に行っている。骨折，関節疾患，脊椎脊髄疾
患などの整形外科疾患，脳血管障害などの中枢神経疾
患や，その他さまざまな原因によって失われた身体機
能の回復をめざし，早期から理学療法を行っている。
理学療法は寝返り，起き上がりや歩行などの基本的
な身体能力の回復をめざして，運動療法を行っている。
また，麻痺，筋力低下，関節の運動制限に対し，筋力，
関節の動き，体力を向上させる。温熱など物理療法に
より，痛みを軽減させ運動療法を行っている。

○見学内容
午前中はリハビリ室で患者さんのリハビリの見学，

歩行の練習の手伝い。午後からは病棟に行きベット回
りをし，そこでのリハビリの見学。

○感想
今回，１年のこの時期に病院見学をさせてもらいと
てもよかった。私はたくさんのことを学ばせてもらっ
た。第一にコミュニケーション，会話の大切さである。
なぜなら患者さんと医療スタッフが相互理解しなけれ
ば，患者さんに適する治療ができないからである。特
にPTの場合は，その日の患者さんの調子や性格など
を把握する必要があると思うので，私はコミュニケー
ション能力がとても大事になると思った。第二にPT
としての視点である。担当の先生から，「この患者さ
んが歩いている時に右に傾いているでしょ。」と教え
て頂いたときに，外から見て，いかにたくさんの情報
を取り入れて，それに対処していけるかが大事なんだ
と思った。毎日，同じ状態の患者さんはいないのだか
ら，いつもと違うところは気がつかなければいけない
と思った。他にもたくさん学んだことはあるが，今回
の病院見学で学んだことが，これからの実習などで活
かしていけたらなと思う。

した。あいにく登頂当日は雨のため360°パノラマの山
頂で日の出を見ることはできませんでした。私も登山班
担当で夜に男子学生６～７名と野営していたのですが，
夜半に雨で起こされました。登山以外にもトレッキング，
滝や川での水浴，渓流釣り，クラフト作り，アウトドア
クッキングなど多彩なプログラムが実施され，日常では
できない体験により数多くのことを学べたはずです。
最終日前夜は，恒例の料理コンテストです。各班が倉
敷で購入し，なおかつ腐らないように保存してきたとっ
ておきの食材を使って班員全員が協力して料理を作りま
す。オーブンや薫製機を段ボールで自作した班もありま
した。料理ももちろんですが，その盛りつけ等にも努力
の跡が見られます。コンテストで優勝したのは，美味し
い料理を現地の民家でいただいた竹を使って素晴らしい
竹細工の食器でデコレートした班でした。
今回で実習10度目になる一向ヶ成野営場は，下界から
隔離され自然にドップリと浸ることができるところで
す。教育界では総合学習や体験学習の必要性が盛んに言
われていますが，自然の中で豊かな創造力により自らが
計画し自ら実行するこの実習は参加学生たちにとってか
けがえのない経験になったはずです。

夏休みの自主実習

臨床栄養学科　４年　福宿　加奈

名古屋第二赤十字病院の見学

リハビリテーション学科　１年　松田　翔太

夏休み病院見学

リハビリテーション学科　１年　山崎　智美

私は中国労災病院のリハビリテーション科へ見学に行
きました。こちらは急性期のため，主な訓練は関節可動
域訓練，器具を用いた筋肉トレーニング，折り紙等で
ADL訓練はあまり見学できませんでした。しかし淡々
とした訓練に見えても，先生の説明によりその意味は深
く，理にかなっているのだとわかりました。
治療見学後，実習生の勉強会も見学しました。勉強会
ではスライドで装具の写真を見ながら，名称，用途，使
用する筋，使用によるメリットなどを前に出て説明して

じ，病院で管理栄養士として働きたいという気持ちがま
すます強くなりました。この経験をこれからの就職活動
や将来の仕事に活かしていけるように，管理栄養士にな
るための勉強も頑張っていきたいです。
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いました。しかし，私にはまだ何を話しているのか全く
分からず，３年後あの様になれるのか不安を感じました。
今回の見学で，筋・骨等の解剖学，生理学といった今
まさに大学で学んでいることが臨床の場での基礎になっ
ており，とても重要だと改めて実感しました。さらに，
臨床の現場ではその場の状況や患者様の状態を把握する
洞察力，臨機応変な対応も必要であるとわかりました。
また，OTになる私自身が自律した日常生活を送れなけ
ればならないとも思いました。
見学したことで，将来セラピストになるという緊張感
が増したよ
うに思いま
す。その緊
張感を常に
持ってこれ
からの学習
に励みたい
です。

18年間の実績を引き継ぎ，極めて恵まれた就職状況のも
とで１期生が活躍して行くことを期待しています。
真の実力を備えた人材を社会に輩出するために，教員
は昼夜奮闘しております。学生は目的意識をしっかり持
ち，勉学意欲が旺盛で，社会性，協調性があることが望
まれます。本年４月には71名の新１年生を迎え，春学期
を終えたところであります。大多数の学生は私たちが望
んでいる学生のように見受けられ，頼もしく思っていま
す。

本年４月川崎医療福祉大学に臨床工学科が誕生しまし
た。その前身は，1988年に（国家資格）臨床工学技士の
養成校として設置された川崎医療短期大学臨床工学科で
あります。「夏休み活動トピックス」のコーナーであり
ますが，学科が誕生したばかりでありますので，代わり
に学科の紹介をさせて頂きます。
臨床工学科は，臨床の場において医療機器の信頼性と
安全性を確保しつつこれらの操作，保守・点検・管理に
当ることができるような，また，医用工学関連の企業に
おいては医療機器の製造・品質管理が行えるような臨床
工学技士を養成することを目的として短大から発展的に
福祉大へ改組されました。この目的を達成するために，
専任教員は医学系７名，工学系７名，医用工学系３名で
構成されており，医学，工学，医用工学の３つの分野の
講義と実習が文系出身の学生にも十分有機的かつ効率的
に修得できるように配慮してあります。
卒業後の就職先は，病院と医用工学関連企業に大別さ
れます。病院では血液浄化業務，手術室業務，集中治療
室業務などに従事し，特に医療の安全性と信頼性を支え
ます。また，医用工学関連企業については，臨床工学技
士国家資格を十分に生かした特別な業務内容となりま
す。いずれの道を選ぶにしても，短期大学臨床工学科の

オリエンテーションキャンプ（みろくの里）

臨床工学科の紹介

臨床工学科　教授　軸屋　和明

医大附属病院MEセンターでのアルバイトの初日はと
ても緊張しましたが，スタッフの皆様はとても優しく接
してくださり，何もわからない私達にもわかりやすく親
切に仕事を教えてくださいました。私達がアルバイトと
して仕事をお手伝いさせて頂く側なのに，いつも失敗ば
かりで，その度にフォローして頂き，これでアルバイト
をしているのか，というぐらいご迷惑ばかりおかけし大
変申し訳なく思いました。
主な仕事は医療機器の掃除や運搬，電話の応対でした
が，実際に機器に触れ，説明を伺うことで仕組みや性能
がよくわかりました。それだけではなく，今後勉強して
いく上で役に立つ知識や，座学だけでは学べない心構え
なども教えて頂いたり，これから学年が上がるに連れて
習うであろうことをいち早く予習させて頂けた気がしま
す。臨床工学技士の皆様が，病院内で実際にどのような
仕事をされているのかを直接拝見させて頂くことができ
て，本当に良い経験をさせて頂きました。
これらの仕事の他にもDr.ヘリに乗せて頂いたり（も

ちろん飛行はしていませんが），手術室で僧帽弁のオペ

夏休みの医大附属病院での
アルバイトを終えて

臨床工学科１年　布野　潤一，岡本　拓也
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学科公開セミナー開催
「高校生からのキャリア･デザインを
考える―キャリアと自己啓発―」

と題して

医療秘書学科　教授　今林　宏典

平成19年度公開講座の一環として本学医療秘書学科・
医療福祉経営学科主催による学科公開セミナーが８月５
日（日）オープンキャンパス日に開催されました。当セ
ミナーは「高校生からのキャリア･デザインを考える」
と題し大学受験を控えた高校生を対象に60分の講義を行
いました。実のところ，キャリア･デザイン（career
design）は，早くは小中学生から開始する必要があると
言われるほどです。小学生では「働くという意味を理解
できるようになる」のは高学年の頃であるといわれます。
この頃は自然に感受性が養われ物事を自然に吸収してし
まうほどで，人間としての成長促進効果は大きいからで
す。その一例として小学６年生の頃に記した鈴木一郎氏
（大リーグで大活躍中のイチロー選手）の夢は，「ぼくの
夢」と題して「一流のプロ野球選手になること」が語ら
れていますが，彼はその夢を立派に「自己実現」し現実
のものにしています。イチロー選手の野球人生は野球哲
学から生まれ，固有の人生哲学に変換して強く生き抜き，
常に自分自身にチャレンジしています。このように子供
の頃に描いた「夢」（目的・目標）は自分の価値観の本
質に根ざしていることが少なくありません。イチロー選
手の場合も子供の頃の価値観が根幹となって形成されて
います。
このことからキャリア･デザインとは，「自分の人生を
切り開くために生き方・働き方を描いていくことであ
り，一生涯続く自分探し＝自己啓発」ということになる
でしょう。そこでキャリア･デザインの本質は，「選択」
行為と「意思決定」行為の連続性であるということがで
きます。この連続性により人生が形成されるといっても
過言ではありません。そして経験の「豊かさ」の程度は，
キャリア･デザインの質を左右し，同時に意思決定の経
験を多く積み上げなければ，いつまでも自ら決断はでき
ない，ということです。高校生からすぐに大学進学する
ことがよいと考えた人，一旦社会経験を積んでから，学
習の必要性を感じて大学に進む人，会社に勤めながら専
門学校で学ぶ，あるいは専門学校を卒業して大学に通う
人，大学に通いながら専門学校で学ぶダブルスクールの
人，そして大学院進学など，こうした様々な経路から進
路選択を成すことをキャリア･デザインという「歩み」
から学ぶことができます。
ユニバーサル時代のなかで，単に大学卒という学歴だ
けでは価値はなくなりました。だからこそ，改めて学習
の場としての大学をどのような形で利用するかが重要な
のです。義務教育以降の進路の決定は，当事者がキャリ
ア･デザインという歩みのなかでどのように意思決定を
していくかによりますが，基本は当事者の「学ぶ意思･
意欲」の程度に依存します。しかし，学ぶ意思･意欲が
なかった人でも仕事を通じて自分の「弱み」を痛感し，
その反動で自分の「強み」を見出し発揮する人もいます。
上述のように，自ら選択し判断できる行為は，「意思

決定」への態度をつくり出すことであり，同時に「自立
の心」を養うことになると言えます。キャリア･デザイ
ンはこうした態度や自立を促す可能性を生み出す概念と
考えられます。さらに個人の専門的能力やスキルを向上

９月12日から約10日間，経営学科の仲間14人とデンマ
ークでの福祉研修に参加してきました。「経済大国」と
呼ばれる日本に対し，「福祉大国」「生活大国」と呼ばれ
るデンマークを実際に体感できるということで，参加が
決まってからは研修が待ち遠しく，関連の資料に目を通
したり，本を読んだりしてデンマークに関する知識を深
めていました。
実際のデンマークはやはり広大で美しく，福祉大国と
呼ばれる国を創りあげてきたのはこういった環境がもた
らす心理的な要因もあるのではないかと思わせるほどで
した。初めに行った幼稚園でも，子供達は広場や森の中
で自由に走り回っていました。与えられた時間・場所・
自然の中で１人１人が自由にやりたいことをやる。その
上で，自分がすることには責任を持つというスタイルで
す。他にも小中学校，知的障害者授産施設，高齢者セン
ター，高齢者生活共同体，大学病院等を訪問したのです
が，個人を尊重し，個々の資源（能力）を活かすという
考え方は共通のものと感じられました。
今回，私たちはオーデンセの日欧文化交流学院という
国民高等学校で研修生として勉強させていただきまし
た。このデンマーク独特の「国民高等学校」という教育
制度は，デンマークが社会福祉国家となった大きな要因
とも言える形態です。この国家の下，デンマークの人々
は幼い頃から自由・平等・共生・連帯という心の教育を
受けて育ち，人間は平等で公平であるという認識を持っ
て生活しています。反対に，私たち日本人は幼い頃から
競争の中で揉まれ，人と差をつける教育を受けてきてい
ます。人として根本的に異なる考え方を持った国同士，
デンマークが築き上げてきた福祉や福祉に対する姿勢を
私たち日本人がそのまま真似ることは難しいですが，取
り入れることが出来る点は日本らしく吸収し，発展させ
ることは可能だと思います。今回の研修で新たに学んだ
異国の福祉を取り入れながら，新しい福祉を提供できる
経営人になっていきたいと思います。

を見学させて頂いたり，実際に人工呼吸器の回路を組み
立てたり，私達にとって非常に興味あるいろいろな体験
をさせて頂きました。
これから段々と勉強の内容も難しくなり，忙しくなっ
ていくと思いますが，今回のアルバイトで経験させて頂
いたことや，教えて頂いたことを少しでも今後の学習に
生かしていけるように頑張っていきたいと思います。
最後になりましたが，お世話になりました皆様にお礼
申し上げます。

デンマーク福祉研修を終えて

医療福祉経営学科　３年　柏　　陽子



（ 8 ）

夏休み活動トピックス 

当学科の本年度の公開セミナーは８月11日（土曜）デ
ザイン実習室で高校生及び関係者15名を対象に開催され
ました。
「つくり・考える・ホタル」―さまざまな造形への展
開―と題して，「人や自然にやさしいデザイン」を基本
に置いたテーマで実施しました。
今回は模擬講義「光の野生・ホタルの不思議な生態」

から導入実習「心のホタルのデザイン」・ワークショッ
プ「版画・立体・デジタル表現」を各専門の先生方にリ
レー式に担当してもらい，本学の教育・研究内容の理解
と共に，描くことやものづくり，印刷の楽しさを体験し
てもらおうと考えました。
参加者の高校生には，題材の決定から作品化まで，制
作の手順を簡単に紹介し，さらに表現方法の多様性に触
れてもらうことが出来たと思います。主催者側では，各
担当教員の得意分野を提供してもらい，同時に担当者は
前の授業内容を少し意識し，自らの授業を展開すること
で，ちょっとした刺激を感じあえることになったと思い
ます。
今回の行事に参加した高校生たちの終了後のアンケー
トでは「自分がイメージするものを形に出来て楽しかっ
た」「ものづくりの楽しさをまた知ったような気がする」
をはじめ楽しい作品作りとふれあいになった様子が伺え
ます。
さて，いま当学科は教員が一体になって医療福祉の環
境を生かし，デザイン界でもユニークで特色のある学科
づくりに前進しつつあります。なにせ，将来は「東の東
京芸術大学デザイン科の伝統か，西の川崎医療福祉大学
の医療福祉デザイン学科のユニバーサルデザインか」と
考えているのですから。夏休み活動中のホラ話と聞き流
さないで下さい。結構本気なのです。そこである話をし
ます。
あるアーティストがイスラエルの占領しているパレス
チナ人民区を隔離するために建設された巨大な壁，アパ
ルトヘイトウォールに抗議のメッセージを書きたいと言
い続けています。当然パレスチナとイスラエルの両サイ
ドにメッセージを書く計画でしょう。私なら壁を何㎞に
も亘り両サイドにハンカチを渡し，そこにメッセージを
書いてもらい，何キロものロケーション現場の非日常性
を訴えかけると同時にそのハンカチを美術館や国連の庭
に持ち込むのにと思ったりするのです。１人の考えにも
う１人が加わるとひょっとするともっと「面白い場」に
なるかもしれません。

平成19年度医療福祉デザイン学科
公開セミナー

医療福祉デザイン学科　教授　藤原洋次郎

させ諸活動を創出します。そうした過程のなかで「自己
啓発」が成されて行く，そうした流れを自分の体内に呼
び込む（内省化）ことが必要です。そのためには高校生
の皆さんが希望や目標をどのように切り開いていくか，
そのためには何をしなければならないのか，自分にとっ
て必要な事とは何かなど，「自分を知る」ための手がか
り，すなわち自己理解への問い掛けを何度も繰り返し，
「自分の将来を描く」ための手がかりを見つけて，キャ
リア･デザインという切り口から人生の大切さを考えて
いただきたいと思います。最後に，高校生の皆さんに贈
ります。「誠実な実践は希望に繋がる（誠の歩みは望み
につながる）」。

来年の公開セミナーも小さな実験を含んだことにした
いと思うのです。１＋１＋１式に。

９月１日g～２日aの２日間，イオン倉敷ショピング
センター２階イオンホールおいて，｢第９回コンピュー
タによる全国院内学級展覧会｣が開催されました。
全国の院内学級に入院している学童の応募作品による
展覧会を毎年行っており，今年は15施設56点の作品が応
募されました。応募された作品の審査を行い，入賞作品
を選び表彰しました。展覧会には応募作品を展示し，来
客に鑑賞して頂きました。
展覧会開催中はパソコン教室も同時に開催し，パソコ
ン入門から絵画作品の完成まで指導しました。参加者が
自分で描いた絵や塗り絵をカレンダーにし，皆さんにと
ても喜んで頂きました。２日間の開催期間中の参加者は
577名であり，その内，学童の参加は250名でした。
医学の進歩により外来治療が可能になったため，最近
は院内学級の閉鎖が増えています。
本展覧会の内容は下記ホームページに公開されていま
す。是非ご覧頂ければと思います。
http://www.kawasaki-m.ac.jp/innai/2007hp/ten/

写真は展覧会当日の会場で撮影したものです

この写真はパソコン教室の風景です

第9回コンピュータによる
全国院内学級絵画展覧会

医療情報学科　教授　谷口　和夫
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トライアスロン部

健康体育学科　４年　鈴
すず

木
き

迪
みち

子
こ

トライアスロンと私

みなさんはトライアスロンと聞いてどのようなイ

メージをお持ちでしょうか。名前は聞いたことがあ

っても，実際にどのようなことをしているのか分か

らない人も多いのではないでしょうか。

私たちトライアスロン部は主に，スイム1.5km，

バイク40km，ラン10kmのショートという種目でタ

イムを競います。特にバイクはなじみが薄いことも

あって，乗

り方やペー

ス配分，か

けひきなど

が難しいの

で，練習で

はそういっ

た点に意識

をおいて取

り組んでい

ます。

最後とな

る今年のイ

ンカレでは，本学からの女子出場者は私一人でした。

レースでは練習の成果もあってか，序盤のスイムで

出遅れてしまったものの，バイクでペースを取り戻

すことができ，最後のランの勝負に継ぐことができ

ました。結果は16位で納得のいくものではありませ

んでしたが，苦手を克服し，自分の力を出し切って

ゴールできたことには満足しています。

私の大学でのレースはこれで終わりましたが，こ

れまでの４年間は私にたくさんのことを学ばせてく

れました。この部活は強がりだった私を素直にし，

より成長させてくれました。心からチームメイトに

感謝しています。私からチームに対してどれだけの

ことができたかは分かりませんが，競技と真剣に向

き合ってきたことで少しでも恩返しできていれば嬉

しいです。

トライアスロンはこれからも続けていきたいと思

いますが，今後は競技としてではなく，生涯スポー

ツとして楽しく付き合っていきたいと思います。

軟式野球部部長

健康体育学科　３年　柴
しば

田
た

亮平
りょうへい

楽しさの果てに

「楽しく，そして“勝つ”」これが軟式野球部の

モットーです。練習は週３回と他大学に比べれば少

ないですが，逆にそれが楽しくできる要因ではない

かと私は考えています。部活の他にもバイトなどや

りたいこともでき，学生生活の充実につながってい

ると思います。

私達は本学軟式野球部史上２度目の全国大会に出

場しました。初出場の時は初戦敗退だったと聞いて

いたので，まずは初戦突破を目標に大会に臨みまし

たが，延長13回サヨナラ負けという結果に終わりま

した。やはり全国のレベルはとても高く，私達の力

不足を実感しました。しかし，この敗退を機にチー

ムがまた一段とまとまり，とても良い雰囲気で練習

ができています。「もう負けたくない」，「このチー

ムが一番強いと言わせてやる」そんな強い意識がチ

ーム全員に芽生えてきたと思います。

しかし，私達が全国大会に出場でき，楽しく練習

ができているのは，引退した４年生や卒業した先輩

方のサポートがあるからこそだと感じています。今

でも練習を見にきてくださったり，一緒に食事に行

ったりと交流は絶えることはありません。先輩方の

分まで，絶対に中途半端に終わることはできません。

最高の結果を報告できるように秋季リーグ戦でも全

力を尽くしてきます。

軟式野球部は一言で言うと，「アツイ」部活です。

全員が主役です。こんなに楽しく野球ができるのは，

軟式野球部だけだと常に思っています。

これからも意識を高く持ち，頑張りますので応援

よろしくお願いします。
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就職活動について
健康体育学科

鈴木　迪子
私が一般企業に的を絞り，意思決定をしたのは３年生
の春です。まず，どんな企業なのか，どんな仕事をして
いるのかを徹底的に調べ，合同説明会や会社説明会に20
～30社まわりました。
就職試験では７社を受験し，自分が企業に入って何が

奮戦記
 就職 奮戦記
 就職 奮戦記
 就職 

―チャンスを　む苦労話― 

私は，昨年11月に広島総合病院から内定をいただきま
した。試験は筆記，小論文，適性，面接でした。求人が
出たのが試験日の２週間前だったことや，卒論や国試対
策の真っ最中であったため不安もありましたが，魅力的
な病院だったので強い気持ちで挑戦しました。
受けるからには精一杯のことをして臨もうと思ったの
で，参考書や昔の教科書などを使って毎日少しずつ勉強
しました。内定をいただいた時には本当に嬉しかったで
す。就職して半年，Dr.をはじめみなさんとても親切な
方ばかりで，毎日忙しいけれど恵まれた環境の下で充実
した日々をおくっています。
今は「あの時諦めずに受けていて本当に良かったな」

と思っています。これから受験するみなさん，与えられ
たチャンスは絶対に逃さずチャレンジして下さい！！　そ
して自分を信じて最後まで諦めず頑張って下さい。

私が就職活動をはじめたのは，学外実習後です。それ
までは，就職について漠然としか考えておらず，どのよ
うなところで働きたいか，言語聴覚士として何がしたい
かなど具体的に考えたことはありませんでした。しかし，
学外実習を脳卒中の回復期リハビリテーション病棟で行
わせていただいたことで，回復期での言語聴覚士の役割
と必要性を強く感じました。また，言語訓練の効果が期
待できる時期であること，患者さんと密に関わりを持て
ることも回復期の魅力だと思いました。
そこで，私は，この経験をもとに回復期病棟に絞って
就職活動を開始しました。そして，幸いなことに，実習
先であった熊本機能病院に就職することができました。
実習は，学内では学べないような知識，経験を得るこ
とができ，その後の就職活動への手がかりにもなると思
います。就職活動では，学内で学んだこと，実習で得た
ことを元に自分の思い描く言語聴覚士像を考え，取り組
むことが大切だと感じました。

就職活動で学んだこと
医療福祉学科

惣田　尚美

チャンスを逃さないで！
感覚矯正学科視能矯正専攻

平成18年度卒業　岩崎　京子

実習から学ぶこと
感覚矯正学科言語聴覚専攻

平成18年度卒業　明石　真紀

て他の病院の雰囲気や特徴が分かってきました。就職活
動中，どの病院にするかで何度も何度も悩みましたが，
結局，附属病院が自分の一番成長できる場所だと実感し，
就職を決めました。みなさんも将来の自分をみつめて，
ここだ！と思える病院を見つけてください。頑張ってく
ださい。

就職先を決めるにあたり重要視したことは，「看護師
として何を学びたいのか」ということでした。附属病院
での実習を思い返したとき，したい看護が学べること，
目標とする看護師に出会えたことに気がつきました。ま
た，インターンシップに参加することで，看護師の仕事
がどんなものか明確になりました。附属病院なら実習で
慣れているし，使い慣れた図書館があり，信頼できる先
生や先輩がいます。そして何より気心の知れた同級生が
います。もちろん他の病院の資料も取り寄せ，実際に足
を運びインターンシップにも参加しました。それによっ

私が就職活動を始めたのは大学３年の２月でした。最
初は何から始めたらよいのか分からず，就職サイトに登
録して合同説明会へ参加することから始め，春休みは企
業の説明会に積極的に参加しました。
試験を受けるときは就職課で先輩達の資料を参考に試
験の対策をして，友達と面接で聞かれたことについてお
互いの情報交換をしました。しかし試験を受けるうちに
一次，二次試験は通っても落とされることが続きました。
振り返ってみると企業の調査不足や入社志望の気持ちが
うまく伝えられていないことに気付きました。それから
試験を受けた後，良かったことや悪かったことを反省し，
次の試験に生かすようにしました。第１希望の企業から
内定をもらうことができたのは試験を受けていく中で学
んだことを生かすことができたからだと思います。１つ
１つの試験を大切に，そして自分の意志を相手に伝えら
れるように最後まで諦めず頑張ってください。

大学３年生になると，目標としていた警察官試験が現
実味を帯びてきた。普段は図書室にこもり，休みの日は
専門学校へ行き勉強。それまでの楽しい大学生活から一
変した。追いかけていた夢にいつの間にか追われるよう
になり，そんな毎日から逃げたくなったこともあった。
自分ひとりの目標だったはずが，友人や家族，大学の
先生方など，いつの間にか周りの人をも巻き込んだ目標
となっていることに気付いたとき，応援してくれている
人のためにも絶対合格する！　諦めない！　と心に決め
た。
「こんなことで挫けているようじゃ警察官になんてな
れん！」そう自分に言い聞かせてきたこの数年間。やっ
との思いで手にした合格。きっと就職活動をしていると，
誰しも逃げたくなるときがあるのだと思う。しかし私は，
苦しくて逃げたいと愚痴をこぼしたあのときの自分に，
「逃げなくてよかったよ」，「頑張ってよかったよ」と伝
えたい。

就職活動
～将来の自分をみつめて～
保健看護学科

松川　祥子

伝えたいこと
臨床心理学科

尾x比呂子
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就職奮戦記（つづき） 

私にとっての就職活動は，自分と真剣に向き合うこと
のできた貴重な体験でした。

よい結果を生むには，チャンスに対してよい準備が出
来ていることが重要です。このことを実感したのは，就
職活動を初めてした５月の頃でした。そのとき私はドラ
ッグストアーを希望していました。今思えば，早く就職
を決めたいという安易な気持ちからで，明確な目的意識
がないのを履歴書と面接で見抜かれてしまいました。そ
の場しのぎでやってもよい結果は生まれないことを実感
しました。これを機会にもう一度，自分が何をやりたい
のか考え10年後の自分をイメージしてみました。すると
病院で働きステップアップしていきたいという目標が決
まりました。そして自己分析をやり直し履歴書もよりよ
いものへと仕上げました。そして希望していた病院に就
職することが出来ました。
就職活動は，自分を見つめ直すよい機会だと思います。
うまくいかずもどかしいことも多いと思いますが，目標
を持ち諦めずに頑張ってください。

私は大学入学時から，医療機関で事務や診療情報の管
理をする仕事がしたいと考えていたので，早い時期から
病院の研究をしたり，一般常識の問題を解いたりして就
職活動を行いました。
就職活動をするにあたっては，特に早めの情報収集と
自分自身で積極的に動くことが大切だと思い，希望する
病院への就職が決められるよう診療情報管理士や診療報
酬請求事務の資格の取得に力を入れ，毎回の講義や実習
にも全力で取り組みました。履歴書やエントリーシート
を書く際には，何度も推敲してより自分の意見や考えが
面接官に伝わるように心がけました。
就職試験の面接では，資格や実習について聞かれるこ
とが多かったので資格取得をしていてよかったと感じま
した。後輩の皆さんには今すぐできることを精一杯やり
遂げ，就職活動を開始するとき焦ることのないよう自分
に自信をつけて，活動に取り組んでほしいと思います。

就職活動から学んだこと
臨床栄養学科

平成18年度卒業　腰原　裕之

わたしの就職活動
医療福祉マネジメント学科

空本　優子

就職奮戦記
リハビリテーション学科

平成18年度卒業　池田紗代子

わたしの就職活動
医療情報学科

吉久　　彩

４年生の皆さん，実習お疲れ様です。半年の実習を終
え，達成感と喜びを感じつつ，就職に焦りを感じている
頃ではないかと思います。去年の今頃，総合実力試験前
の息抜きと一休憩していた私は，気がついたら周りの友
達が，実習先に就職を決めていたり，行きたい病院を決
め見学したりしているということを知り，遅れと焦りを
感じていました。
今，就職活動を振り返ると，もっとこうしておけば良
かったなと思うことが幾つかあります。その中でも，一
番強く感じたことが，「情報収集より，実際に自分の眼
でみて感じてみる」ということです。先生や先輩から事
前に情報を聴き，病院の資料を見ることも大事ですが，
それはあくまで参考にし，決め付けないで自分で確かめ
てみること！　情報はその病院の一部分であって，実際
に見学してみると，新しくわかることや，思っていたこ
とと違っていたということも多くあると思います。「百
聞は一見に如かず」。今もし就職で悩み，迷っているの
であれば，とりあえず興味のある病院を見学してみて
は？まずは，悩むより行動することが大切だと思います。
がんばって下さい！！

私は一般企業への就職を考えていましたが，希望の業
種や職種が絞りきれず漠然としていたので，様々な業種
に触れることができる合同説明会に，３年の冬頃から頻
繁に足を運ぶようにしました。面接に進むようになると，
しっかりと自己分析をして，飾ったりせず自分の言葉で
話すように心がけ，企業に自分を知ってもらうチャンス
だと思って挑むようにしました。試験結果に一喜一憂し
ましたが，めげずに続けることで，４月に第一志望の企
業から内定をもらうことができました。
就職活動は辛いこともありましたが，真剣に自分と向
き合うことでよい勉強になりました。また，周りの人た
ちの支えがあったからこそ，最後まで続けることができ
たのだとも思います。最後に後輩の皆さん，自分のこと
をよく分析し理解して就職活動に臨んで下さい。それが
内定に近づく第一歩だと思います。頑張って下さい！

したいか，どうなりたいかなど将来の明確なビジョンを
考え，人に伝えられるよう何度も言葉にだして練習しま
した。
早期の意思決定と将来のビジョンを自分の言葉で語る
ことが出来るかが大きなキーワードとなりました。
P.S 世間の流れを知るために，毎朝ニュースは欠かさ
ず見るようにしていました。

自分と向き合う…
医療福祉環境デザイン学科

坂根　秀子
私は，就職活動が，今までで一番自分と向き合った時
だったと思います。自分は何がしたいのか，長所は短所
は，強みとはといろいろ考えました。もちろん，考える
中，悩みや不安，焦りを感じたりしたことも多々ありま
した。まずは行動しなくてはと思い，興味がある会社の
説明会には，積極的に参加していきました。会社説明会
や面談を受ける中，いろいろな人たちとの出会いがそん
な思いを変えていってくれました。だんだんと私はこん
なことがしたいんだと方向性が決まってきて，少しずつ
自信を持って就職活動をしていくことができました。そ
して，何より，どんな会社なのだろう，どんな人たちな
のだろう，と興味を持ち，いつの間にか就職活動を楽し
んでいる自分がいました。チャンスを掴むことができた
のは，楽しむ気持ちが芽生えたからだと思います。自分
と向き合うのは，怖いかもしれません。しかし，自分と
向き合うことから，就職活動は始まっていくと思います。
「まずは，自分と向きあってみてください。そして，良
い意味で楽しんで就職活動に挑戦していってください」
という言葉を後輩の皆さんに贈ります。
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統一テーマ　円（わ）～ YOU & I ～ 
2007

今年の前夜祭は業者変更を行い，いろいろと大変

なことがありました。前夜祭に向けての準備をして

いくなか，はたして上手くいくのかどうか不安でし

た。また，新たに前夜祭のステージの照明に工夫を

加え，その新しい照明を活かしたイベントを考えた

りと頭を悩ますこともたくさんありました。前夜祭

のメンバーで頑張っていましたが，前夜祭直前まで

問題は絶えませんでした。

前夜祭当日になると，風は強かったものの天候に

も恵まれ，イベントが始まったときには多くのお客

さんが来てくれていました。新しく取り入れた照明

も好評でした。カラオケ大会やダンスで今回の照明

があるのとないのとでは，全く違うように感じまし

た。

今年は初めてパートリーダーとして皆を引っ張っ

ていく立場になり，自分がどれだけ周りの人たちに

前　夜　祭

臨床心理学科　３年　安東
あんどう

加
か

緒
お

梨
り

医療秘書学科　３年　江
え

口
ぐち

由
ゆ

美
み

臨床心理学科　３年　小
こ

梶
かじ

麻
ま

里
り

子
こ

医療福祉学科　３年　野
の

津
つ

沙
さ

織
おり

学 内 装 飾

医療福祉デザイン学科　３年　河口
こうぐち

泰
やす

子
こ

橋本
はしもと

加
か

奈
な

子
こ

, 学内装飾とは名前のとおり学内の装飾をするパ

ートです。アーチ，写真パネル，イルミネーション，

川崎神社などを制作，展示します。さらにもう１つ，

大事な仕事があります。

毎年，学内外から多くの参加者を迎える川崎学園

祭ですが，人が来るとそれだけ多くのゴミも出ます。

私たち学内装飾は学内清掃の仕事もしています。１

日中交代ではありますが，福祉大内を隅々まで歩き

回ってゴミ拾いをし，ダスト室当番をします。力仕

事で大変ですが，ゴミを捨てに来る人に「ご苦労様

です。」「ありがとう。」と声をかけられることがと

ても嬉しいです。けっして表舞台の仕事ではないけ

れども，学園祭中，この福祉大で過ごす人たちに少

しでも気持ちのいい空間を提供できたらいいという

考えで仕事をしています。

最後に，たくさん協力してくれた実行委員のみな

さんありがとう。そして３日間一緒にがんばってく

支えられていたのかを知る事ができました。前夜祭

のパートメンバー，学園祭実行委員，今年の前夜祭

に携わってくださった方々，本当にありがとうござ

いました。今年の前夜祭は悔いが残る事もありまし

たが，私にとってかけがえのない素晴らしいものに

なりました。学園祭実行委員会に入り，前夜祭を皆

で作り上げていく事ができて幸せです。忘れられな

い学園祭になりました。

メインストリート

前夜祭

10月13，14日，今年で33回目を迎えた

川崎学園祭が華やかに開催されました。模

擬店や様々なイベントでキャンパスは活気

に満ち溢れていました。
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警　　　備

医療福祉デザイン学科　２年　金
かね

子
こ

倫教
とものり

３年生がいないため２年の身でありながら警備指

揮者として２回目の学園祭を迎えることとなりまし

たが，何とか学園祭を終えることができ，今は充実

感と達成感でいっぱいです。今年は残暑が酷かった

のですが学園祭開催中は涼しく過ごしやすい３日間

となり，たくさんの方々に来ていただきました。い

ざこざもなくこの学園祭を終えることが出来たの

も，心細い指揮者の下しっかり付いてきてくれた心

強い警備の仲間や忙しい中警備を手伝っていただい

た実行委員の仲間と急な依頼にも対応してくださっ

た各部・サークルの皆様，学園祭を回る時間を削っ

てまで応援に来て下さった先輩方のお陰です。

この学園祭を通じて人との繋がりの大切さ，温も

り，そして学園全体が１つとなって最後まで悔いの

残らぬよう全力で成し遂げたことへの喜び，感動を

この身に感じることができ，学園祭実行委員になれ

て本当に良かったと思います。

最後になりましたが警備を手伝ってくださった実

行委員会の皆様，先輩方，部・サークルの方々本当

にありがとうございました。

チャリティー・逢空マーケット

保健看護学科　３年　岡本
おかもと

智
ち

佳
か

子
こ

医療福祉学科　１年 内
うち

田
だ

恵
え

美
み

子
こ

山本
やまもと

洋
よう

子
こ

臨床心理学科　１年 筧
かけひ

美
み

里
さと

今年のチャリティー・逢空マーケットは，少々肌

寒い季候ではあったにもかかわらず，多くの方に来

ていただきました。

昨年のチャリティバザーを経験した者が少なく，

どうすればスムーズに運営できるか……と不安で，

先輩やOGの方に多くのアドバイスを受け，メンバ

ー内でも何度も打ち合わせをし，あたふたしながら

当日を迎えました。当日は大きなトラブルもなく，

４校が協力し，チャリティーバザーを開催すること

ができました。予想以上にたくさんのお客様に来て

いただき，とてもやりがいがありました。

逢空マーケットでは，昨年に引き続き垂れ幕を設

置し，さらに看板も設置しました。私たちのやる気

以上に出店者の方のやる気も満ち溢れ，お客様にも

楽しんでいただけました。来年も多くの方々に楽し

んでいただけるよう，今年の経験や反省を活かして

いきたいと思います。

最後に，チャリティー・逢空マーケットを開催す

るにあたり，初めてのことばかりで多くの方々に大

変なご迷惑をおかけしましたことを，深くお詫び申

し上げます。また，私たちの活動をご支援ください

ました皆様，本当にありがとうございました。そし

て，私たちを励まし，支えてくれた多くのすばらし

い仲間に出会えて，学園祭実行委員をやって本当に

よかったと思います。

仮 装 行 列

医療福祉デザイン学科　３年　渡邊
わたなべ

恵
え

里
り

滝澤
たきざわ

美
み

里
さと

今年は，昨年先輩が「今年の仮装行列は失敗だっ

た」と嘆いていたのを思い出し，「先輩の分まで頑

張ろう」と思い当日まで一生懸命に活動してきまし

た。そのひとつに，今年から新しく業者を変更し，

一味違った仮装行列にしようと話し合いを進めてい

ました。業者の方もとても積極的に動いて下さり，

警備

れた１，２年の子達！　ほんとにありがとう。困っ

たことがあったらいつでも駆けつけるので……来年

もがんばってください。
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医福大イベント

医療福祉学科　３年　井上
いのうえ

優
ゆう

未
み

磯
いそ

部
べ

友香
ゆ か

井上
いのうえ

沙
さ

織
おり

模　擬　店

医療福祉学科　３年　片山
かたやま

尚
ひさ

美
み

大橋
おおはし

悠
ゆ

以
い

臨床心理学科　２年　能勢
の せ

知
とも

美
み

一昨年，何も分からないまま先輩から後を引き継

ぎ，４人で準備から片付けまでしてきました。今年

は，３年生２人，２年生１人，１年生５人となり，

リーダー２年目ということで昨年の反省を活かしな

がら準備に取り組みました。

しかし，学園祭当日，細かい部分で準備や注意が

行き届かず，出店団体や，職員の方，学園祭実行委

員会の皆さんに迷惑をかけてしまいました。引退し

たのに，手伝いや相談にのって下さった先輩方，十

分な説明もないまま動き回ってくれた後輩。本当に

ありがとうございました。皆さんの協力と３日間の

晴天に恵まれ，予想以上のお客さんに来ていただき，

模擬店グランプリにも多くの人が参加してください

ました。

最後に実行委員のみなさんいつも協力して頂い

て，本当にありがとうございました。大変だったけ

私たち医福大イベントはプラザでイベントを行い

ました。13日はダンス，漫才などの有志ステージ，

30分の変身時間にどれだけキレイになれるかを競う

ビフォーアフター，なわとびの長さ，リンボーダン

スのギリギリに挑戦するギリギリス，ビンゴを行い

ました。14日は美容院MICHIによるヘアーショー，

のど自慢大会，ビンゴを行いました。たくさんの人

に御迷惑をおかけいたしましたが，無事イベントを

成功させることができました。２日間にわたって，

会場を盛り上げていただいた皆様，裏で支えていた

だいたスタッフの皆様に感謝いたします。

本当にありがとうございました。

作業はスムーズにはかどっていたのですが，本番に

近づくにつれ徐々に粗が見え始め，当日は手伝って

下さったみなさんにご迷惑をおかけしました。これ

を経験し，先輩方の偉大さを身をもって感じました。

しかし，意外にも「去年にも増して素晴らしかった」

と審査員の先生にお褒めの言葉を頂き，また仮装を

見てくださった方から，「出場してみたくなった」

という嬉しい言葉をもらいました。本当に全ての苦

労が報われた瞬間でした。仮装行列を手伝って下さ

った方々，出場して下さった方々，そして応援して

下さった方々，本当にありがとうございました！

模擬店

華道部

ど，模擬パート８人で最後までやり遂げることがで

きて，とてもうれしく思っています。来年も今年の

反省を活かし，より良い学園祭になればいいなと思

います。

仮装行列
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学園イベントは毎年附属病院の８階大講堂で行っ

ています。川崎学園４校からさまざまな部，サーク

ルの方に出演していただいています。病院に入院さ

れている患者さんや職員の方に多く見に来ていただ

いています。今年はビンゴゲームがとても盛り上が

り，楽しそうに帰っていかれる患者さんも多くとて

も嬉しかったです。また，去年よりも一般の方など

たくさんの方に見に来ていただき，本当によかった

です。私自身初めてのパートリーダーで分からない

ことも多く，多くの方に迷惑をかけました。また，

実習も重なり，パートメンバーすべてがそろって準

備することが難しく，十分に話し合いも出来ません

でした。しかし，OBの先輩，パートメンバーの協

力のおかげで今回の学園イベントを無事に終えるこ

とができました。学園イベントに関わって下さった

方々本当にありがとうございました。

今年はアーティストが決まるのに時間がかかり，

土屋アンナさんに決まってすぐに発表となりまし

た。本番まで残り１週間の時点で資料が届き，前日

まで準備に追われ，当日を迎えたように思います。

しかし，本番は土屋アンナさんのライブで総合体

育館全体が盛り上がり，何事もなく大成功を収める

ことができました。この成功には，学園祭実行委員

会のメンバーだけでなく，先輩方やパートメンバー，

学友会の皆様，そして連盟の皆様のお手伝いがあっ

たからこそだと思います。本当にありがとうござい

ました。

最後に，３年間プロコン担当として，すばらしい

先輩・同期の仲間・後輩と出会うことができまし

た。この出会いを大切にし，後輩に引き継ぎたいと

思います。

今まで本当にありがとうございました。

学園イベント

臨床栄養学科　３年　加
か

藤
とう

由里子
ゆ り こ

プロコンサート

医療情報学科　３年　船越
ふなこし

達
たつ

也
や

医療秘書学科　３年　金房
かねふさ

有佳里
ゆ か り

古
ふる

屋
や

寿
とし

枝
え

模擬店

キャンパス風景
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終夜祭では，ミラクルひかるによるモノマネライ

ブ，メッセンジャー・たむらけんじ・ジャルジャル

によるお笑いライブ，抽選会等を行いました。今年

は昨年の経験を生かし，３年生を主体に早くから計

画を立て，何度も見直し，穴を見つけては考え直す

という作業を何度も行いました。その成果もあり，

今年は大きな問題もなく，無事成功を収める事がで

きました。チケットも完売という，本当に嬉しい結

果を残せる事もできました。

今回このような結果を残せたのは，実行委員，学

生課，業者の方々，出演者，お客様それぞれの協力

があってこそだと思います。何度も迷惑をお掛けし

たことをこの場を借りてお詫び申しあげます。そし

て，本当にありがとうございました。

今回，特に辛い思いをしたのは，後輩達だと思い

ます。それでも最後まで付いて来てくれた皆のこと

を３年生は大好きですQ今年感じた思いや経験は必

ず来年に生かせると思います。来年は自分たちのカ

ラーを出して，良いものを作りあげて下さい。

私たち86人の学園祭実行委員は，最初は右も左も

わからず，多くの方にご迷惑ばかりかけていました。

それでも，この第33回川崎学園祭を無事に終えられ

たのは，学生課の方のお力添えや，統一テーマであ

る“円（わ）～You＆I～”のもとに実行委員のみ

んなが“わ”となり，助け合い，支え合えたからこ

そだと思います。

学園祭当日は天候にも恵まれ，特に大きな事故や

体調不良者もなく進みました。ですが，私たちの不

手際や，突然のことにどうしていいか戸惑い，学生

課をはじめとする教職員の方やお客様方に多大なご

迷惑をおかけいたしまして，本当に申し訳ありませ

んでした。そして，本当にありがとうございました。

３年生のみんな，本当にたくさん迷惑かけました。

でも，こんな私についてきてくれて，本当にありが

とう。また一緒にご飯食べに行ったり，遊びに行っ

たりしようね！

１・２年生のみんな，２年目の，そして初めての

学園祭はどうでしたか？　たくさん思ったことがあ

るはずです。来年はそれを活かして，よりよい学園

祭となるよう力を合わせ

て頑張ってね。

そしてみんな！　みん

ながいなければ，この学

園祭は成り立ちませんで

した。頑張ってくれて本

当にありがとう！

最後になりましたが，

川崎学園祭をご支援・ご

協力していただきました

教職員，学生，地域の皆

様方に厚く御礼申し上げ

ます。

終　夜　祭

医療秘書学科　３年　浅海
あさうみ

亜也佳
あ や か

医療福祉学科　３年　今
いま

井
い

大介
だいすけ

井
い

本
もと

啓
けい

太
た

平
ひら

田
た

祐
ゆう

紀
き

学園祭を終えて

委員長　医療福祉学科　　　３年　糸
いと

井
い

裕美
ゆ み

会　計　医療福祉経営学科　３年　浜
はま

田
だ

紘
ひろ

美
み

書　記　医療福祉学科　　　３年　藤澤
ふじさわ

小由可
こ ゆ か

藤澤
ふじさわ

裕
ひろ

美
み

総　務　医療福祉経営学科　３年　頴
え

原
はら

希好乃
き よ の

学園祭実行委員
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３年次生を対象とした「第１回キャリア講演会」

が，平成19年６月20日d14：30～17：40川u祐宣記

念講堂において開催されました。

今回は，キャリアデザイン研究所代表取締役社長

坂本直文氏を招聘して，第１部自己分析・自己PR

「適性に合った仕事選びとは！　内定が取れる自己

PRとは！」。第２部エントリーシート・履歴書対策

講座「小さな工夫で大きな成果！　伝わる文章の書

き方７つの秘訣！」の２部構成で実施しました。

講師の坂本先生は，大学時代から就職コンサルタ

ントを志し，証券，広告，新聞，教育業界にて実務

経験を積み面接官経験も非常に豊富です。特に広告

理論，プレゼン技術，心理学を駆使した具体的かつ

実践的指導が特徴です「内定者はこう書いた！　エ

ントリーシート完全版/高橋書店（就職本売上２年

連続１位），「劇的内定術/ソフトバンククリエイテ

ィブ（人気企業内定戦略書）」の著者。

今回は，年々早まる就職活動の早期化に対応すべ

く，８学科528名の参加者を集め実施されました

（実習中の３学科除く）。

＝講演の要約＝

第１部「自己分析・自己PR」について

１．就職活動では真実を語ること（最近は自己Ｐ

Ｒに実際に活動している写真を提出させてい

る）。

２．常にアンテナを張り最新情報を入手する（就

職課は情報の宝庫）。チャンスを逃すな。

３．自らの行動力こそ「やる気」のアピールに繋

がる。

４．知らない企業は全て志望企業！　とにかく動

いてみる。

５．自らの行動に対して，“やだな！”と心のブ

レーキを掛けない。常にアクセルを踏んで就

職活動を楽しむ。

６．様々な方とお会いしてコミュニケーション能

力を高める。

７．全ての行動はスピードが勝負！（資生堂の採

用試験を実演⇒先手の挨拶・相手の目を見て

話す・常に笑顔で）。

８．第一印象が重要（初対面コミュニケーション

の実践）。

９．人事担当者は努力する学生が欲しい。

10．人事担当者は学生の頑張る行動特性を見てい

る。学生時代

（ 中 学 ・ 高

校・大学）に

頑張ったこ

と。⇒　大切

なことは学生

時代に打ち込

んだこと通じ

て，自分がど

のような人間

であるかを伝

えることで

す。

第２部「エントリーシート・履歴書対策」について

１．文章は「具体的」かつ「数値化」して表現す

る。

２．全ての記入はロジカルコネクション（論理的

繋がり）手法である。

３．グループディスカッションを取入れるところ

が多くなっている（話をしない学生は×。集

団で発言しない学生も×。内容よりも発言

力！）。

４．自分の殻から飛び出す（恥ずかしさを捨てれ

ば楽しくなる）。

今回の講演は，６月に開催する初の試みとして，

時期尚早とも考えましたが，500名以上の参加学生

がおり，就職に対する意識の強さを感じました。ま

た，坂本先生の講演は，学生同士の参加型講演とし

て定評があるため，就職活動としての心構えから，

自己発見，自己理解に至るまで，「気づき」を与え

ていただく実り多き講演となりました。

＝最近の動向＝

ここ数年，新卒採用を取り巻く環境の変化が顕著

になりました。

１．インターネットの出現と就職協定の廃止。

２．若年労働者の早期離職。

３．団塊世代の大量退職と日本経済の継続的な好

調。

これに対して企業などでは，次のような対応をし

「就職対策特別講演」第1回キャリア講演会開催　講師：坂本直文氏
―就職支援センター―
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値化することにより，最大限のアピールが出来る

と学びました。私は，人前で発言することや，意

見を言うことが苦手で恥ずかしいなと思っていま

した。でも，発言する内容や，良い意見を言おう

という問題ではなく，「勇気を持つこと」や「接

する態度」が大切と聞いてとても気が楽になりま

した。私も少しずつ頑張って行きたいと思いまし

た。

¡私は，高校受験も大学受験も推薦の面接だけで入

学しました。その時は，全ての行動から言葉まで

決められていたので，その言葉が言えるか，行動

が出来るか不安でたまりませんでした。しかし，

就職活動とは，本当の自分を，今の自分を表さな

ければ意味がないと改めて思いました。思い切り

面接を楽しめるように頑張ります。

¡行動力が大切！　やっぱり行動力が大切なんだと

気づきました。私は以前，地元の病院や施設に健

康運動指導士の採用は無いかと問合わせたことが

ありますが，相手の方は「無い」と言う愛想のな

い返答で終わってしまい，それっきりにしていま

した。その時は，健康運動指導士の資格が全国的

に広がっていなかったからと決めつけていまし

た。しかし，今日の講座を聞いて，もっと健康運

動指導士としての資格と成果などをアピールして

いれば良かったと後悔しました。今後は，個人分

析を明確にし，自己ＰＲをしっかり探していきた

いです。

¡私は，病院に就職したいという漠然とした卒業進

路しかなく，志望動機や自己ＰＲなど，ほとんど

書けない状況でした。それは，自分のことをはっ

きり把握できていない自分自身がいたからだと思

います。この講義を聴いていなかったら，おそら

くエントリーシートのＮＧ例のようなことしか書

けなかったと思います。ロジカルコネクションの

大切さを学べることが出来たので，これからの就

職活動に役立てていきたいです。

¡就職活動に必要な知識や技術が身につきました。

具体的に実践してみて行動力のなさを痛感しまし

た。しかし，特技や自慢がなくても，文章の構成

や書き方次第で，すばらしい履歴書になることが

分かり少し自信がもてました。まだ，就職活動の

ノウハウがわからず，何をどう始めたらいいのか

迷っていましたが，今回の講演を聞いて，インタ

ーンシップや会社説明会などポイントになるお話

ばかりだったので今日から行動します。

以上，多くの学生より感謝と決意の言葉を記述し

ていただきました。

ています。

１．前年度の採用数確保が出来ないことを解消す

るため，早期化，長期化対応。

２．サイトはあくまで一手段と捉え，学生と会え

るための機会づくり，合同説明会，学生就職

セミナー，個別説明会に注力（学生の志望意

識を知りたがっている）。

３．６割の企業は，６月末現在でも採用活動を継

続（関西圏での終了は約３割）。

４．採用に満足している企業は４社に１社で昨年

より減少。

５．内定辞退という悩みを抱えつつ，第２新卒の

採用やインターンシップなどの導入。

（㈱ダイヤモンドリード総括参照）

＝参加学生のアンケートより抜粋＝

¡凄く話がわかりやすく，就職活動は行動力が特に

大切であると感じました。私はいつのまにか，心

の中でブレーキをかけて行動していなかったよう

に思います。しかし，今は自分に対して「チャン

スを逃がすな！」と考えれるようになりました。

就職活動はこれからなので積極的にやって行きた

いです。「知らない企業は全て志望企業」の言葉

通り，いろんな企業を見ていき，「自分が何をし

たいのか」「何に向いているのか」探して行きた

いです。エントリーシートの書き方も比較しなが

ら話されたので，とてもわかりやすかったです。

¡講師の先生が，こんなに動き回るアクティブな講

演とは思わなかったので，正直ビックリしました。

この講演で学んだことを「自分なんて……」と考

えていては，チャンスは絶対に回ってこないと考

えました。「個性」や「自分の長所」をどんどん

活かしていこうと決心しました。人生エンジョ

イ！

¡履歴書の書き方やコツを学び，それを具体化・数
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3年次生対象「第2回就職力向上セミナー」が開催されました
―就職支援センター―

第２回就職力向上セミナーが，平成19年７月４日

d14：30～16：00 3601教室において開催されまし

た。今回は「就職活動における“基本的なお手入れ

方法”」のテーマのもと，外部講師に資生堂販売㈱

岡山支店業務部大石安佐子氏を，メイク担当に石田

七々氏を招聘し実施されました。

昨年，初めて開催し大好評であったことから，今

年は２回に分けて計画しました。今回第１回目を定

員200名で募集しましたが，サンプル商品が７点配

布されることと，身近に専門メイクを学ぶことが出

来ることから，早々と予約で満席となりました。参

加できなかった方々には大変ご迷惑をおかけしまし

た。次回は11月を予定していますので奮ってご参加

下さい。

＝セミナーの要約＝

１．面接，就職に向けてのマナー

２．デモンストレーション！

３．基本的なお手入れ方法

４．メイクでキレイに仕上がるファンデーション

のつけ方

５．標準の眉のプロポーション

６．より魅力的に見える目元のバランス

７．標準の唇のプロポーション

＝参加学生のアンケートより抜粋＝

¡今日のメイク講座は，とても勉強になりました。

自分がいかに手を抜いているか明確になりまし

た。メイクの本もいただけたので，雰囲気が変わ

ったと言われるように，自分に合うメイクを研究

したいと思います。本日は，お忙しいなか，お越

しくださいまして本当にありがとうございまし

た。また，このような機会があれば，是非参加さ

せていただきたいと思っています

¡今まで化粧水はコットンで，乳液は手でつけてい

たので，これからはコットンを使っていきたいと

思いました。筋肉に沿ってクレンジングや化粧水

をつけることで，しわが出来にくいことを知るこ

とが出来てよかったです。

¡グリーンのアイシャドウをすると，ケバク見える

のではないか？　と思っていました。しかし，実

際は清楚に見えてより就職活動に適していること

を学びました。自分もナチュラルメイクに挑戦し

てみようと思いました。

¡メイクのやり方が良く分かった。就職活動だけで

なく毎日役立つのですごく良かった。眉の形とか，

ファンデーションの塗り方とか，凄く気になって

いたので良かった。手抜きメイクではなくて，キ

チンとしたメイクを心がけたいです。

¡就職活動を行っていくうえで，面接は必ずあるの

で，その時だけ気合を入れようとしても上手く出

来ないと思いました。今日はお話も聞けたし，実

演しながらの説明だったので，非常に分かりやす

かったです。顔だけでなく，髪の毛も第一印象に

は大切なので，これから面接までに練習して，少

しずつ上手に化粧が出来るようにしていきたいと

思いました。今日は本当にありがとうございまし

た。

¡私も資生堂の化粧品を使っています。購入時にア

ドバイザーの方にいろいろ教えていただいたの

に，最近は眠かったり，クレンジングとかいい加

減になっていたので，今回のことでもう１回ちゃ

んとしようと思いました。部活動が忙しく，早朝

登校の時はスッピンなので，少しは気をつけよう

と思いました。

以上，多くの学生より感謝と決意の言葉を記述し

ていただきました。

第2回就職力向上セミナー開催 第2回就職力向上セミナー開催 
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14 
No.

笑い　～言語聴覚士（ST）編～

感覚矯正学科　助教　伊　藤　絵里子

結婚以来毎年１㎏ずつ増えてきた体重を減らすべく，

小さな努力を続けています。きっかけは，似たような食

習慣を続けていた友人が脳梗塞で倒れたことでした。折

しも，医大健康診断センターから新しいプログラムへの

参加案内が届き，早速応募したのです。

虚弱だった子どもの頃は偏食がちでしたし，学生時代

は食べることにそれほど執着していなかったような気が

します。ところが，飲酒するようになって食欲旺盛とな

り，季節の食材を求め，自ら料理するのが楽しみのひと

つとなりました。気がつけば体重は若い頃の1.5倍です。

プログラムの中心は，担当保健師さんの丁寧な個別指

導で設定した行動目標をセルフ・モニタリングすること

です。栄養と運動の専門スタッフの指導をはさんで，内

臓脂肪の計測を受けます。

無理な計画は続かない，食べたいもの飲みたいものを

我慢せず，人生ほどほどに楽しまなくてはと，自分勝手

なゆるゆる方針で臨んだのですが，摂取カロリーは確か

に減りました。娘のつくる低脂肪弁当も大きな役割を果

たしています。

エレベーターを３つ手前で降り，応援してくれる担当

スタッフの顔を思い浮かべながら，一歩一歩階段を昇る

今日この頃です。

「笑い」の定義を知りたくて辞書を引いたら「笑うこ

と」と書いてあった……。定義するのは難しいらしい。

そこでST場面における「笑い」について一例を通して

考えてみる。笑いは優れた心理療法であるといわれ，困

難やストレスに対面したとき前向きに対処するのに大変

役立ち，免疫力などとの関連も研究されている。

彼は命に関わる重大な病気で入院し，寝たきり，話せ

ない，食べられない状態だった。STに構音訓練，摂

食・嚥下訓練が処方され，寝ている彼に横から訓練を実

施した。痛みで顔が歪む日，将来を考え落ち込む日，繰

り返される毎日。全身状態が安定してきたある日，訪室

するといつもは寝ている彼が窓際に立っていた。彼と私，

向かい合って一言。「……はじめまして（？）」仰向けで

顔面に重力がかかっていた彼の顔と，下を向きあらゆる

顔面筋が重力に無抵抗で垂れ下がっていた私の顔で対面

していた日々。そして立位での初対面。なんと新鮮！破

顔一笑。いや大爆笑。２人して｢そんな顔だったんです

私は，出身地柄なのか（岩手県の出身です）酒類には

目がありません。昨年まで生活していたところでは日本

酒が豊富でしたので日本酒ばかり飲んでおりましたが，

こちらでは焼酎が豊富でいつも何を買おうか悩んで店の

中を逡巡してしまいます。

その際，また悩むのが肴です。高カロリーにならず，

なるべく塩分も控えめで……と考えると，なかなか難し

いのですが，最近は野菜と合わせて「鳥はむ」なるもの

を作っては肴にしています。鳥はむは，①鶏の胸肉２枚

に，砂糖をすり込み，しばらくしたら塩をすり込んで48

時間寝かせ，②たこ糸でハムの形に整形してラップでく

るみ，③沸騰した湯の中に放り込んで蓋をして火を止め

て，④そのまま８時間以上放って取り出すと完成です。

値段も安く，おいしいのでよく作ってはストックしてい

ます。ラーメンのチャーシュー代わりにしたり，サラダ

のツナ代わりとして使ったり，応用がいろいろきくハム

だなあといつも思います。このレシピを詳しくお知りに

なりたい方は，インターネットで「鳥はむ」を検索して

みてください。

この間，徳島に出張しました。土産物を探すと，「す

だち酎辛口」なるものが。珍しくすぐに買ってしまいま

した。今日は，このお酒とともに鳥はむを楽しみたいと

思っています。

打倒！　メタボ大作戦

臨床心理学科　教授

稲　田　正　文

ね……。」彼の追加一言。「結構，若いんだね。」（←どうい

うことだ:）

とどのつまり，私の方が彼らの苦しみを笑いに変える

ユーモアに癒され，その強さに支えられていた。これで

はいかん……STが治療において患者に与える効果の一

側面としての笑いについて記述せねば……と思うのだ

が，きっとこれからも私はこうして笑わされ，支えられ，

生かされるのだろう。

お酒と肴

医療福祉経営学科　講師　筑　後　一　郎

このようにスライスしていただきます
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合 格 へ の 道 

興味を持った進路や職業には，その時点でなんら
かの縁があるのだと思います。私は大学３年生で家
庭裁判所調査官の説明会に行き，この道に進もうと
決意しました。今回，３度目の受験でようやく内定
をいただくことができました。
これまでの自分の体験を振り返り，ふたつ思うこ
とがあります。ひとつは，２度の受験で一次試験に
も合格できなかったとき，それでも調査官になるこ
とを諦めなかったことです。もうひとつは，時間や
能力が無いなかで，それでも出来ることは何かを具
体的に考え，工夫し，やってみたことです。今後，
家庭裁判所にやって来る様々な人と関わる際も，出
来ることは何か諦めずに考えていく姿勢は，仕事の
なかで生かしていけるのではないかと思います。
試験に合格することはゴールではなく，その仕事
の始まりです。自分で試行錯誤した経験や，辛い時
期を乗り越えるのに役立った特性は，希望の仕事が
始まったときも，別の道を選び直すときも，ずっと
自分を支えてくれるのではないかと考えます。医福
大生の数だけ目指す道があると思いますが，どのよう

在校生の皆さん，こんにちは。暑い夏を充実させ，
元気にお過ごしのことと存じます。さて，今回は私
が社会福祉士国家試験に臨んだ際の経験について書
かせていただきます。
私が試験勉強を始めたのは，４年次の春先でした。
ただ，その頃は「まだ時間があるから……」といった
甘い考えがあったと思います。今思えば，勉強を進め
る上で，この考えをいつ払拭し，『覚悟』を決めて勉
強に臨むかが大切だと感じています。そこで，勉強を
進めていくには，まず，自分自身が一番集中できる環
境を見つけることが大切です。そして，次に自分が進
めやすい，わかりやすい勉強法を見つけることです。
私は，他の受験生と比べて，「量」をこなしたか

といえば，そうではないと思います。ただ，「効率
の良さ」には自負があります。つまり，「質」です。
皆さん，空いた時間をどう使うか考えてみてくださ
い。時間の使い方は非常に重要な要素となってきま
す。もちろん勉強には，ある程度の時間は必要です
が，必要以上の時間は必要ないと思います。勉強が
あるからといって全く遊ばないわけにはいかないで
しょう。ただ，「やるときはとことんやる！」この
『覚悟』は必ず必要です。それでは皆さんの御健闘
をお祈りしています。

な進路であれ，勇気を持ち続けて挑戦されること，そ
してその進路が達成されることをお祈りしています。

４年生の皆さんは，卒論・就活・勉強と忙しい毎
日を送っていることと思います。
この時期，国試の勉強は後回しになりがちで焦り
を感じている人もいるかもしれません。そこで，私
たちが振り返って，この時期しておけばよかったと
感じていることを伝えたいと思います。
まずは，自分にあった勉強方法を見つけることだ
と思います。どこで勉強するか，誰と勉強するかなど，
集中できる環境を探してください。そして，勉強する
ときと休むときのメリハリを習慣付けましょう。だら
だら勉強していては，身につくはずのものも身につ
きません。自分に合った環境を早めに見つけて勉強
を始めることが，国試勉強の第一歩に成ると思います。
また，必修は徹底的に押さえるべきです。暗記す
るのでなく，きちんと理解しなければどんな問題に
も対応できないことに気付きました。「何故こうな
るか:」を，必ずきちんとおさえる必要があります。
最後に，１人１人，悩みが違えば，悩む時期も違
います。周りと比較し，焦ることもあると思います。
逃げたくなるかもしれません。けれど，周りに支え
てくれる先生や友達，両親や先輩たちがいることを
忘れないでください。応援しています！！

看護師国家試験・保健師国家試験

国試全員合格を目指して
保健看護学科

平成18年度卒業　尾崎　　愛
角田三永子

家庭裁判所調査官補Ⅰ種採用試験

家庭裁判所調査官に合格して

臨床心理学科

平成17年度卒業　松田　明子

社会福祉士国家試験

必要以上の勉強？　いりません！！
必要なのは覚悟です！
医療福祉学科

平成18年度卒業　福永　桂佑

私が本格的に国家試験対策に取り組んだのは12月
からです。１回目の模試の結果があまりに悪く「と
にかく勉強しなければ！」と思い，はじめました。
最初は何をどう勉強したらいいのか分からず戸惑
いましたが，先生や先輩方の助言により，教科書を
読む事からはじめました。教科書を読み，自分の苦
手な所・分からない所をまとめ，直接教科書に書き
込んでいきました。最初はほとんど何も書き込んで
いなかった教科書が最後には書き込みでいっぱいに
なりました。その他には，模試の解説の時に先生が
言った事を一言ももらさないようにノートに書き留
めた上，全ての問題文と解答をまとめることで今後
同じような間違いをしないように努めました。間違
った問題は自分の苦手な所なので何度も何度も解
き，重点的に取り組みました。
クラス全体では，週に１回勉強会を開き，過去問
に取り組みました。私達の学年は，生理光学に苦手
意識があったので特別に補講をしていただいたり，

視能訓練士国家試験

My合格プラン

感覚矯正学科　視能矯正専攻

平成18年度卒業　山本のぞみ
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国家試験を合格するには:
と言われると，人それぞれ勉強の仕方は違うため，

一概には言い切れません。ただ言えることは，国家
試験は年に１回のみ。今が一番の頑張り時期だとい
うことです。今まで学んだことというと範囲が広い

作業療法士国家試験

春は必ずやって来る

リハビリテーション学科

平成18年度卒業　新井　　杏

学生生活では多くの事を学び，何かしら得るもの
があるはずです。もちろん，勉強だけでなく様々な
経験が皆さんを大きく変えてゆくと思います。それ
でも自分が目指していた夢や目標を，投げ出し，忘
れてはいけない。この思いこそ，国試を受けるにあ
たって私が得たものの１つです。
臨地実習を終え，達成感で気が緩んだ状態で挑ん

だ国試対策模試……結果は目も当てられませんでし
た。頑張ってもすぐに結果に表れるものではありませ
んでしたし，忘れてしまっている基礎内容を，再び思
い出す事は容易ではないな，と痛感しました。しかし，
立ち止まって逃げ出したくなった時には，背中を押
して，励まし応援してくれた友達や先輩後輩，先生
方，そして家族がいました。支えてくれた人達がい
たからこそ，支えてくれたすべての人への感謝の気
持ちが，力の源になりました。そしてこの経験は，
私自身が目指していたものを見つめ直すきっかけと
なりました。「駄目かも」ではなくて「絶対合格す
る」という気持ちを持つようになってからは，自然
と結果はついてきたように思います。夢に向かって
挑戦することを恐れないで，自分の力を信じて，歩
んでください。きっと新しい世界が広がるはずです。
今，感じている苦悩や辛いことが，皆さんの肥や

しとなって，いつかきっと自分らしい大きな花を咲
かせますように。

合 格 へ の 道（つづき） 

管理栄養士国家試験

自分の力を信じて

臨床栄養学科

平成18年度卒業　三宅　沙知

教員採用試験

教員採用試験合格への道

健康体育学科

平成15年度卒業　犬束　秀一
教職を目指そうと本気で思ったのは就職が迫った
大学４年のときでした。しかし，甘く考えて受験した
結果はもちろん不合格。とりあえずは就職と思い，民
間企業の営業に就職しながら採用試験の勉強をと考え
ていましたが，実際に４月から仕事が始まると朝から
晩まで仕事で，家には寝に帰るだけという毎日。休日
は疲れた心身を癒すだけで，勉強する気力もおきませ
ん。様々なアルバイト経験がありますが，仕事がこれ
ほど大変だと感じたのは初めてでした。さらに，採用
試験日にも仕事が入るという有様で，このままでは教
師になれないと思い，８月に仕事を辞めました。幸

運にも９月から養護学校講師の募集があり，目指す
校種は違いますが，実務経験は必ず役に立つと思い
養護学校に勤めながら勉強することになりました。
仕事を辞めてまでもなりたいと思った教師です。

「どんなことがあっても諦めずに必死になって頑張
ろう」と決意し，仕事と勉強の日々が始まりました。
自宅での勉強のため，教材や情報は本やインターネ
ット，合格者の話など思いつくこと，できることは
何でもしました。そして，辛い10ヶ月間の努力が実
り，翌年には念願の合格を掴むことができました。
人生は一度きりしかありません。もし夢があるな

ら，そしてその夢を叶える可能性がほんの少しでも
あるのなら，最大の努力をしてください。その先に
道はあります。

勉強会で毎回宿題プリントの配布がありました。
国家試験までの間，不安や焦りで何度も挫けそう
になりましたが，質問に対していつも丁寧に応じて下
さった先生方・切磋琢磨した友達・家族の支えによ
り何とか乗り越える事ができ無事合格する事ができ
ました。勉強は頑張った分だけ結果が出ます。「絶
対に合格するんだ！」という強い気持ちが大事です。
皆さん，どうぞ強い気持ちを持って頑張って下さい。

私は，言語聴覚士国家試験を２回受験しました。
１回目は１点に泣き，２回目は晴れて合格すること
ができました。一言で言えば，「想像以上に勉強し
なければ受からない」です。
１回目は，学外実習や卒業研究等があって，国試
対策のスタートは10月を過ぎた頃になりました。勉
強方法と言えば，手当たり次第に教科書，参考書を
読みあさり，単にその内容を丸暗記していました。
暗記のみでは模試の結果は合格点に届かず，本番ま
であと２週間。その時の私は，焦りを通り越して
「五択やし，何とかなるやろ」。結果は合格ラインの
120点に対して119点……，何とかなりませんでした。
ある先生からは「気持ちの表れや！」と言われ，何
も言えませんでした。
先生の言葉，そして足りなかった１点……，あの
悔しさは今でも忘れられません。「必ず合格！」そ
れを心に刻み，１年目とは違った気持ちで取り組み
ました。暗記だけでは，問われ方が変わると全く解
けませんでしたので，２年目は模試の解答を正確に
作り，関連する項目を探して，知識に広がりと深み
を持たせました。同じ項目を３度位しないと定着し
ない事も実感し，やるべきことの多さに２回目の挑
戦でようやく気付きました。
皆さんはそんなことがないように私を反面教師に
して，一発で見事な桜を咲かせて下さい。

言語聴覚士国家試験

反面教師ブルース！

感覚矯正学専攻修士２年

平成17年度卒業　池野　雅裕
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初級システムアドミニストレータ・

基本情報処理技術者・診療情報管理士

資格試験を終えて

医療情報学科

４年　岡本　達也
医療情報学科に入ってから初級システムアドミニ
ストレータと基本情報処理技術者，診療情報管理士
に挑戦しました。
挑戦した理由は将来，病院で病院情報システムに
関わりたかったからです。そのためには，医療と情
報の知識が必要だと思い，情報技術・診療情報の両
方の資格を取ろうと考えました。
初級シスアドと基本情報の勉強では，参考書を買
い過去問を解いて出題の傾向を掴みました。初級シ
スアドは一度失敗しましたが，今回は両方とも取る
ことができました。
診療情報管理士も勉強会に参加したり問題集を解
いたりしました。資格認定試験は昨年の９月17日で
したが，８月は定期試験と病院実習があり，準備出
来ない日が１ヶ月続きました。焦りや不安もありま
したが，９月には毎日図書館に籠り問題集と格闘し
ました。試験当日は授業風景を思い浮かべて教科書
や問題集の内容を思い出して，わからない問題を解
きました。合格通知があったときは喜びよりもほっ
とした気持ちを強く感じました。
振り返ってみて，一番大切なのはパニックになっ
ても自分と対話をして落ち着きを取り戻すことだっ
たと思います。これからも「平常心」を心がけて頑
張っていこうと思います。

合 格 へ の 道（つづき） 

簿記検定

日商簿記検定２級に合格して

医療福祉経営学科

３年　家守　孝明
僕は昨年の11月に日商簿記検定の２級を取得しま
した。
この日商簿記検定とは，日本商工会議所が主催す
る簿記に関する知識や実務などの能力を判定する検
定です。年３回（２月，６月，11月，１級は２回）
行われ，一般の認知度はさほど高くありませんが，
企業によっては採用時に有利となる事があり，また，
この検定の１級は税理士試験の受験資格の１つでも
ある為，社会的な評価は高いといえます。
僕は簿記２級の勉強をするに当たり，この検定の
補講に出たり，過去の問題や問題集で分からないと
ころを先生に聞いたりしました。当初は，10月の頭
あたりから勉強し始めたこともあり，受かるとは思
っていませんでした。しかし，標準原価計算や
CVP分析，部門費の計算などやや複雑な印象を受
けたこれらの部分も，その仕組みについて詳しく教
えていただいたので，見事２級を取得する事が出来
ました。
簿記は慣れるまでは難しいと思います。しかし，

仕訳や転記など３級程度の基礎的な事柄がきちんと
理解できていれば，２級の商業簿記はその延長線で
あり，また，工業簿記は何度も問題を解いていけば，
数式や流れなども自然と覚えられます。大切なのは
仕組みを理解する事と多くの問題をこなしていくこ
とです。これから受けようとする皆さんも，分から
ないところは先生に聞いて，ぜひ，簿記２級を取得
してください。

けれど，毎日コツコツ取り組んでいくこと。そして，
勉強する環境を作ることが大切だと思います。昨日
学んだことを翌日に復習する。なかなか進まず，憤
りを感じることも多いけれど，それを乗り越えたと
き，先の見通しがつくようになります。
そして，年が明けてからは生活リズムを試験日と
同じスケジュールに合わせることが大切です。急に
当日のみの早起きでは，本番今までの努力を発揮す
ることが難しいと思います。
試験日が近づくにつれて焦りが強くなるけれど，

それはみんなも同じ気持ちです。最後は，今まで積
み重ねてきた自分を信じて取り組んでいって下さ
い。春は必ずやって来ます。

スだと思い受験することにしました。
試験の勉強は，約２，３月前から始めました。私
の勉強方は，学科問題はノートに何度も書いて覚え
るようにし，実技問題は問題集を３回以上しました。
また，過去の問題集も実際に解いてみて，分からな
いところや間違ったところがあったらそのままにし
ておかず，積極的に先生や友達に聞き，自分が納得
できるまで行うようにしました。試験が近づくにつ
れ，「もし，受からなかったらどうしよう……」と
いう不安が何度かよぎり，投げ出したくなったりも
しました。しかし，一緒に受ける友達からの「今回
絶対一緒に合格しよう。頑張ろう。」という言葉に
励まされ，とにかく合格に向かって必死に勉強しま
した。その結果，見事合格することができました。
この経験を通じて私が感じたことは，どんなとき
でも，決して最後まで諦らめず努力し続けることで，
「合格への道」が開かれるということです。

私がこの資格修得を目指した理由は，将来病院の
事務職で働く上で必ず役に立つと思ったからです。
４年生なので，秋からは就職活動や卒業論文に追わ
れると思い，７月の検定試験が本当に最後のチャン

診療報酬請求事務能力認定試験

決して最後まで諦めない！！

医療福祉マネジメント学科

４年　津高あかり
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新任教職員の紹介 

育児休暇より復帰後，６月からLL教室におりま
したが，10月１日付で教育研究支援センターに配属
となり，併せて化学実習も担当することとなりまし
た。これまでは，主に医大の臨床系の実験室や，実
験センターのほうにおり，医福大は初めてです。セ
ンターでは，講義機材の接続や貸出の対応など，ま
だ分からないこともあり，小林主任をはじめ，セン
ター員の皆さんにいろいろご指導いただき助けても
らっています。化学実習も，まずはどこに何がある
かから，機器の取り扱いなど，原野教授に一からご
指導いただいております。まだまだ不慣れで，ご迷
惑をおかけすることもありますが，よろしくお願い
申し上げます。

９月より保健看護学科でお世話になることになり
ました，掛田崇寛です。このたび，恩師の津島学科
長からお誘いを頂き，年度途中からではありますが
着任させて頂きました。私は保健看護学科の１期生
として８年前に本大学を卒業しましたが，このよう
なかたちで再び母校に戻ってくることができるとは
正直思ってもいませんでした。今後は大学及び学生
のために自分に何ができるかを考え，自らの職責を
全うできるように教育・研究活動に精進していきた
いと考えております。
大学卒業後，私は疼痛管理の実践を学びたいと考
えて国立がんセンター東病院に就職し，看護師とし
て臨床経験を積みました。その後，痛みに関する研
究に興味を持ち，大学院に進学致しました。大学院
修了後，私は山口大学大学院医学系研究科保健学系
学域の教員として８月末まで勤務しておりました。
今回は，その山口県から妻と娘を連れて倉敷の地に
戻ってまいりました。母校とはいえ，新しい職場で
の生活に当初は戸惑うこともありましたが，周囲の
先生方のご支援もあってようやく仕事にも慣れてき
たように感じています。ご面倒をおかけすることが
ないよう精一杯努力していきますので，どうぞ宜し
くお願いいたします！

よろしくお願いします

教育研究支援センター

森
もり

本
もと

和
かず

恵
え

就任のご挨拶

保健看護学科　講師

掛
かけ

田
だ

崇
たか

寛
ひろ

10月15日より保健看護学科にて勤務させていただ
くことになりました田中と申します。
岡山にあります短期大学を卒業後，母校の短大事
務局にて約４年，他大学の就職指導課にて１年勤務
した経験がありますが，ブランクもあり当大学は規
模も大きく，また久しぶりの教育現場でのお仕事に
少々緊張しております。それとともに広々としたキ
ャンパス，明るい事務室と恵まれた環境で勤めさせ
ていただけることを嬉しくも思っています。
今はまだ，右も左も分からず慣れないうちは時間
もかかり，皆様にご迷惑をおかけすることもあるか
と思いますが，１日も早く皆様のお力になれるよう
に努力していきたいと思っております。どうぞよろ
しくご指導下さいますよう，お願い申しあげます。

この度，９月26日より医福大図書館にて勤務させ
ていただいております，難波と申します。
以前より希望しておりました図書館での業務に携
わることができ，気合いは十分ではありますが，不

９月１日よりこちらの学生課でお世話になってお
ります野島と申します。福祉大学では海外大学との
交流があると伺っております。医療・福祉の専門分
野であっても現代のグローバル化においてやはり国
際交流は重要なポイントになってくると思います。
自身の留学経験を生かして大学での留学・海外研修
等がある際は，皆様のサポートがしっかりできるよ
う努めていきたいと思っております。初めはご迷惑
をおかけすることが多々あるとは思いますが，どう
ぞ宜しくお願いしたします。

７月17日より庶務課でホームページ管理の仕事を
させていただいております森本と申します。
やりたい事ばかりやってきましたが，そろそろ一

ヶ所に落ち着いて仕事をしたい希望から転職して参
りました。
ブランクもあれば物忘れもありますし，もともと

知識の無い事もたくさんありますので，向上心を持
って勉強しなければと思っております。
早く仕事に慣れて，「１人でも大丈夫」と安心し

てもらえることを当面の目標に努力いたしますの
で，どうぞよろしくお願い致します。

慣れなことが多く，周りの方々にはご迷惑ばかりお
掛けしております。１日でも早く，信頼され，かつ
親しまれる図書館員に成長できるよう日々精進して
いきたいと思いますのでどうぞ宜しくご指導くださ
いますようお願い申し上げます。

はじめまして

図　書　館

難
なん
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ば

美智子
み ち こ

ご　挨　拶

保健看護学科
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た

中
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美
み

はじめまして
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Nice to meet u!

学　生　課

野
の

島
じま

加奈子
か な こ
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キャンパス・トピックス 

平成19年度FD・SD講演会を開催

FD研修会が行われました
―FD活動推進のための理念具体化研修―

この研修会は，
本学の教育理念を
具体化していくた
めのFDの重要性
や，教員の意識や
取り組みの必要性
についての認識を
深めるため，本学
のFD活動の一環
として，一昨年か
ら毎年開催しているものです。今年度は「教育理念の具体
化と共有」を主なテーマとして，次のとおり開催しました。

○開催期間　第１回：平成19年９月18日c～19日d

第２回：平成19年９月20日e～21日f

第３回：平成19年９月25日c～26日d

○開催時間　９：30～17：30（各回・各日共通）
○開催場所　川u祐宣記念講堂２階会議室
○研修内容 『教育の理念を共有化し，各学科の教育内容

へブレイクダウンする。その中で，個人の役
割を考え，日々推進していくチームワークの
きっかけをつかむ。』ことを目標に掲げ，現
状の把握と目標設定をグループ別で行う。

○講　　師（ファシリテーター）
越石伸樹氏（関西電力能力開発センター）

○参加教員数　66名（各回計）

この研修の対象は本学全教員ですが，毎回定員を設定し，
３ヶ年計画で全教員がいずれか１回の研修会に参加するこ
とを義務づけています。今年度も夏期休暇期間を利用し，
２日間の研修会を計３回開催しました。
今回の研修会では，「理念と組織構造」，「教員間のコミ

ュニケーションの重要性」，「学科ごとの理念とゴール」な
どが提示され，学部ごとに分かれたグループ内でワークシ
ョップ形式でのディスカッションが行われました。とくに
「理念にもとづく学生のあるべき姿」と「現実とのギャッ
プ」，それに対する「組織の一員としての行動宣言」につ
いては，活発な意見交換がなされました。参加した教員は，
それぞれの業務がある中，丸２日間，朝から夕方までこの
研修会に臨むことになりましたが，教育理念を再認識し，
教育内容と学生の現状を照らし合わすことにより，教育理
念や教育目標の達成度を確認することができました。また，
グループ内では，普段会話をする機会のない他学科の教員
との交流の場ともなり，各学科における課題，教授方法の
ポイントや改善点など広範囲にわたり意見交換が行われ，
有意義な研修会となりました。
本学では，今後もこうした活動を通して，教員の意識を
高めるとともに，学生に対して充実した教育サービスの提
供を継続していきたいと考えます。

本学では，FD（Faculty Development）活動を本格的
にスタートさせてから３年目に入りました。その間，講演
会や研修会を通してFD活動の意義は教員間に浸透してき
ており，「魅力ある大学づくり」のため，組織的に活動を
進めています。FD（Faculty Development）活動とは，
大学教育の質的向上を図るための様々な取り組みの総称で
すが，昨年度からは，従来のFD活動に，「本学の教育およ
び管理運営に対する教職員の能力向上を組織的に進める」
ことを目的に加え，SD（Staff Development）の名称を付
記して，FD・SD活動として進展させています。今回は，
人事評価の仕組みや運用の現状とその課題を知ることで，
「評価（成果）―育成」の考え方を理解することと，成績
評価とFDとの関連性を理解することをテーマに「平成19
年度FD・SD講演会」を次のとおり開催しました。

○日　　時　平成19年８月２日e

第Ⅰ部　13：30～15：00
第Ⅱ部　15：20～16：50

○場　　所　本館10階大会議室
○内　　容 〔第Ⅰ部〕

・講　師：片山明氏（人事コンサルタント）
・演　題：「人事評価の考え方と現状」
・内　容：人事評価 ～その理念的側面と現実

的側面～
〔第Ⅱ部〕
・講　師：古賀倫嗣氏（熊本大学教育学部教授）

・演　題：「FDと成績評価」
・内　容：FDにおける成績評価の位置づけ

第Ⅰ部では，人
事コンサルタント
の片山講師から，
人事評価の理念的
側面と現実的側面
の両面について解
説がなされ，評価
実施のポイントと
目標管理，また，
人事評価者として
の心構えが説かれました。この内容は，SD活動として大
学運営管理の面からも人事考課を考えるいい機会となりま
した。引き続き，第Ⅱ部では，熊本大学の古賀教授から，
FDにおける成績評価の位置づけとして，成績評価の考え
方，成績評価を実施する上での課題について，全国の各大
学における事例紹介を織り交ぜながら解説がなされ，二極
化する学生に対する絶対評価のあり方などについても触れ
られました。それぞれの講演とも参加者は熱心に聴講し，
質疑応答の内容も含めて，今後の教育改善に向けて有用か
つ貴重な知見を得ることができました。こうした機会を通
じて，今後も教育改善に向けた教職員の意識を高めるとと
もに，大学全体として，学生の満足度を高める試みを継続
していきたいと考えます。
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キャンパス・トピックス 

ク イズ コ ーナ ー
前回の答は，次のとおりです。
a 汗　恥　絵　鼾　→　「をかく」という動詞
がつく

s バラ　コーヒー　ビワ　ブドウ　→　薔薇，
珈琲，枇杷，葡萄
漢字にすると同じ部首の熟語になる

d 穴子　羊　燕　柱　→　ひらがなにして中の
字を抜く
「あご，ひじ，つめ，はら」と体の一部になる

f 波　鯉　岸　敵　→　ひらがなにして，後の
字を前にもつける
「みなみ，いこい，しきし，きてき」と別の言
葉になる。なお，「なんみん，てんきん，こん
いん，きんしん」という解答もあり，正解にし
ました。

g 映画　野球　蛙　友情　→　Aが，やQ，か
L，Uじょう
アルファベットが隠れている

今回も，前回と同様各番号の共通事項を答えてく
ださい。
a 火事　土地　人　敵　→（ヒント）ひらがな
にしてみる

s 糸　腹　釜　味噌　→（ヒント）ひらがなに
してみる

d 白　米　車　告　兆　→（ヒント）漢字に何
かつけてみる

f 貝　板　夏　罪　北　→（ヒント）ひらがな
にしてみる

g 情け　額　追加　不仲　→（ヒント）ひらが
なにしてみる

全問正解した方に抽選で，粗品を進呈します。

平成19年度第１回協助会役員会が９月８日g10時
30分より，川u祐宣記念講堂第２会議室にて開催さ
れました。
開会に当たり津t会長から，医療・福祉の現場も
年々厳しい状況に成りつつあり，協助会も大学と密
な連携を取り，微力ながら本学の教育を支援してい
きたい旨のあいさつがありました。
また，岡田学長より，最近は，ある種の脆弱性を
持ち合せた学生が増え，学生相談，個別指導への取
組みに一層努力していく必要性を強く感じている。
今後も，協助会役員の方々には，大学教員等の対応

協助会役員会開催

去る10月５日fに大分東洋ホテルで開催された
「第18回日本急性血液浄化学会」において，小野淳
一臨床工学技士（臨床工学科講師）に Be s t
Presentation Awardが贈られた。
2000年に当研究チーム

が，急性血液浄化療法にお
いて，血液浄化量の増加に
よる臨床効果を国内で初め
て報告し，その適応が広が
りつつあるものの，治療を
行う際には大きなマンパワ
ーと保険適応を超える重曹
補充液の使用が必要であっ
た。しかし，小野淳一臨床
工学技士がニプロ株式会社
と共同開発中である持続的透析液供給システムは，
透析液をCBP装置に持続的に作成，供給するとい
うシステムであり，マンパワーを増やすことなく，
血液浄化量の増加が可能となるため，治療の拡大お
よび臨床効果の更なる向上が期待される。臨床現場
で考えられる問題点の多くを解決し得た本システム
の開発過程を発表した演題である「血液浄化量の増
加を目的とした持続的透析液供給システム
（Continuous Dialysis Supply System）の開発」が，
第18回日本急性血液浄化学会において最も高い評価
を受け，Best Presentation Awardの受賞となった。
なお，昨年度も同研究チームの佐々木慎理臨床工学
技士が同Awardを受賞しており，当研究チームの
研究成果が国内で非常に注目されていることの現れ

であり，急
性血液浄化
領域におい
て益々活躍
することが
期待されて
いる。

を含め，問題にお気付きの際には，遠慮なく大学当
局に情報提供していただきたい旨，あいさつがあり
ました。
引き続き，議事の卒業寄附金の募集，協助会予算

執行状況について説明があり承認されました。次に，
平成19年度入試結果及び学生数，平成18年度国家試
験合格状況，就職状況等の報告が行われました。
その後，昼食をとりながら意見交換が行われ，12

時15分に閉会いたしました。
なお，次回役員会は，平成20年３月８日に開催さ

れる予定です。

小野淳一臨床工学技士
（臨床工学科講師）が
日本急性血液浄化学会

Best Presentation Awardを受賞

医療福祉学科　４年　渡辺裕加子さん
〃 清水　直美さん
〃 板楠　舞子さん

保健看護学科　２年　大森早希子さん
〃 松若　理紗さん

正解者



（ 27 ）

キャンパス・トピックス 

開 催 日 程 

参 加 者 数 

開 催 内 容 

第１回 

６/24（日） 

584人 

全体会 
・学長講話 
・入試概要説明 
学科毎の企画 
・学科説明 
・実習室見学 
・体験学習 
その他 
・部活見学 
・入試，就職相談 

第２回 

８/５（日） 

1,384人 

全体会 
・学長挨拶 
・入試概要説明 
・大学案内ビデオ上映 
学科毎の企画 
・学科説明 
・実習室見学 
・体験学習 
・ミニ講義 
その他 
・部活見学 
・入試，就職相談 

第３回 

９/16（日） 

611人 

全体会 
・ミニコンサート 
・学長挨拶 
・入試概要説明 
・大学案内ビデオ上映 
学科毎の企画 
・学科説明 
・実習室見学 
・体験学習 
・ミニ講義 
その他 
・部活見学 
・入試，就職相談 

第４回 

10/13（土）・14（日） 

387人 

13日（土） 
学科毎の企画 
・学科説明 
・実習室見学 
・体験学習 
その他 
・入試，就職相談 
 
14日（日） 
・入試，就職相談 

学食体験（無料） かき氷サービス カップケーキプレゼント 

学内施設・設備見学ツアー 

附属病院見学ツアー：参加者は３回で延べ400名 

学園祭と同時開催 

平成19年度第1回～第4回　オープンキャンパス開催
平成19年度のオープンキャンパスは，５回開催し
ますが，平成20年度入学志願者を対象の開催は４回

で終了となり，日程および内容等は次のとおりに実
施しました。

第１回オープンキャンパスでは全体会で，岡田喜
篤学長の講話「医療福祉はセーフティーネット」が
あり，参加者は熱心に聞き入っていました。また，
昨年に引き続き「無料学食体験」を実施し，参加者
に大変好評でした。
次に，第２・３回オープンキャンパスでは，参加
した方々は，「ミニ講義」で大学での授業を体験し，
各学科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，実習を体験するなど，終了時間まで
充実の時間を過ごされていました。第４回オープン
キャンパスは，学園祭と同時開催のため，第１～３
回とは違い，多くの地域住民の方や在学生・教職員
などで賑わう中での開催で，大学の雰囲気を十分味
わっていただけた２日間でした。
また，今年度新企画の「川崎医科大学附属病院見
学ツアー」は，本学に入学する学生の大半の実習病
院である川崎医科大学附属病院の見学が，附属病院

スタッフの全面協力により実現したもので，日頃は
見られない病院の施設・設備を希望のコースごとに
見学できたことで，参加者に大変満足していただき
ました。
第５回目

は，高校１・
２年生を対象
に３月に開催
します。
次年度も，

開催時期・内
容・告知の方
法などを十分
に検討して，
今年度以上に参加した方々に満足していただけるオ
ープンキャンパスを開催します。

本年度の保護者就職懇談会は，下記の通り実施い
たします。当日は各学科の担当教員がご子弟の進路
にかかわる相談を個別に行いますので，保護者の
方々多数のご参加をお待ちしています。

第1回就職懇談会
日　　時：11月17日g 13：00～16：00
会　　場：各学科指定教室（受付は２Ｆロビーです）
対象学科：医療福祉・臨床心理・医療福祉経営・

医療秘書・医療福祉デザイン・医療情報

3年次生　保護者就職懇談会開催について
第2回就職懇談会
日　　時：３月１日g 13：00～16：00
会　　場：各学科指定教室（受付は２Ｆロビーです）
対象学科：保健看護・感覚矯正・保健体育・臨床

栄養・リハビリテーション
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キャンパスインフォメーション 

平成19年度医療福祉研究費申請額および配分額
（単位：千円） 

7 

8 

9 

10 

注）研究分担者　　○：副研究代表者　△：学園外 

№ コース 研究代表者 所　属 研究分担者 研　究　課　題 配分額 

1 Ａ 松宮　透t 医療福祉学科 ○熊谷　忠和　　　井上　信次 
医療福祉学に基づいた健康格差に 
関する実証的研究 

1,000 

2 A 松嶋　紀子 保健看護学科 
○忠津佐和代　　　古川　恵美 
　岡本　啓子 

通常学級における発達障害のある 
子どもの保護者支援に関する研究 

827 

3 Ａ 鈴井江三子 保健看護学科 
○池田　理恵　　　久我原朋子 
　判治　康代　　△大橋　一友 

妊婦健診内容と妊婦の身体感覚お 
よび胎児への愛着に関する研究 

999 

4 B 水子　　学 臨床心理学科 
○奥村由美子　　　安藤　正人 
　t尾　堅司　　　三野　節子 

大学の授業における学生の私語の 
実態および私語の発生機序に関す 
る研究 

1,000 

5 C 森　　明子 
リハビリテーション 
学　　　　　　　科 

○伊勢　眞樹　　　大坂　　裕 

運動中における下肢の血行動態の 
変化　―血流障害によって引き起 
こされる疾患の予防と改善に関す 
る基礎的研究― 

1,500

6 C 長野　隆男 臨床栄養学科 
○河原　和枝　　　太田　弘子 
　椿原　彰夫 

非澱粉系多糖類の医療用素材とし 
ての基礎的利用研究 

1,500 

C 小野　淳一 臨 床 工 学 科 ○高山　　綾　　　田中　直子 
生理学的ストレス指標である心拍 
変動を用いた医療機器のユーザビ 
リティ評価法の確立 

1,500 

C 前田　史篤 感覚矯正学科 
○岡　真由美　　　米田　　剛 
　丹沢　慶一　　　可児　一孝 
　田淵　昭雄 

色刺激を用いた瞳孔視野の検討 1,500 

D 安藤　正人 臨床心理学科 

○小河　孝則　　　吉本　一夫 
　田中　昌昭　　　小池　大介 
　川上　紀子　　　井上　信次 
　米田　　剛　　　谷川　智宏 
　坂本　浩子　　　小林　弘之 
　園田　　隆 

e-Learning用フリーソフトMoodle 
を利用した国家試験対策サイトの 
構築 

1,650 

D 河田　正興 医療福祉学科 

○仲本　　博　　　太田　　茂 
　岩村　吉晃　　　塚原　貴子 
　松本　正富　　　河野　孝幸 
　行元　　愛 

微弱近赤外光を用いた，健康指標 
としての血流変化に関する研究 

1,930 

同窓会だより 

本年度も学園祭が終わりました。今年の学園祭はどうで
したか？　良い思い出が作れたでしょうか？
私たち同窓会でも，本年度，初めて『ホームカミングディ』
という企画を設けました。学園祭１日目に３階レストラン
付近に小さな子どもたちが特設舞台を覗き込んでいたのを
ご覧になった方もいらっしゃると思います。３階レストラ
ンを同窓生向けのラウンジとし，授乳スペース・オシメ交
換のスペースを設け，70名ほどの同窓生とその家族に利用
していただきました。参加していただいた同窓生のアンケ
ートには「大学に来るきっかけになってよかった」「子ど
もをつれてきて，ゆっくりできるスペースがあり助かった」
といった声をいただきました。みなさんには「大学に来る
きっかけ」という言葉にピンと来ないかもしれませんね。
みなさんはどちらの出身でしょうか？　関西？　関東？
九州？　北海道？　沖縄？　海外？　岡山県外の方が多い

と思われます。おそらく，中学校・高校の同窓会はお盆や
お正月に実家に帰ると「集まろうか」と言う感じで開かれ
ると思います。では，大学の同窓会はどうしますか？
私たち同窓会には関東支部，兵庫県支部，福山支部，九
州支部があり，それぞれの支部で同窓会活動を行なってい
ます。大学には集まれませんが，支部会を通して大学時代
に戻ることができると思います。また，懐かしい時代に戻
ると同時に世代の違う卒業生同士の新しい出会いもありま
す。しかし，昨年度の13期生の卒業で同窓会会員は１万人
に手が届くほどになり，１期生をはじめ年齢も30代に突入，
家族をもつ世代となり，お父さん，お母さんになられてい
ます。そんな方々にとって夜の飲み会や泊りの集まりには
参加しにくくなるのが現実です。
卒業してすぐには今回のアンケートのような感想はもて
ないかもしれません。実際に，最近卒業された方々からは
「何をしていいのかわからなかった」という厳しいお言葉
をいただきました。しかし，イベントはみなさんが盛り上
げてくださった『学園祭』で充分だったのです。同窓会と
しては，大学に「戻ってくるきっかけ」となりたかったの
です。
まずは支部活動の集まりや飲み会を通して大学を思い出
してください。そして，もう10年もして，みなさんが父親
や母親になった時に，「あ，大学の同窓会が何かやってた
な」と思い出していただき，お子様やご家族を連れて大学
に戻ってきてくださるきっかけになれたなら幸いです。

きっかけ
～ホームカミングディ～

同窓会副会長　川上　紀子



（ 29 ）

キャンパスインフォメーション 
興味をもった方はふるってご参加ください。みなさ

んの応募，お待ちしています！

募集要項

¡応募資格：川崎医療福祉大学の学部学生または大

学院生であること

¡募集人数：20人程度（応募者多数の場合は，学部

バランス等を考慮の上，選考し，決定者は，

図書館内掲示版に学籍番号を掲示しす）

¡申込方法：図書館カウンター前机の上にある応募

用紙に必要事項を記入し，提出

¡応募締切：2007年11月17日g午後３時

¡参加者決定掲示日：2007年11月20日c（図書館内

掲示板）

¡選書ツアー実施日：2007年12月１日g午後２時

丸善岡山シンフォニービル店

現地集合・現地解散（交通費参加者負担）

といってもこの原稿が皆さんのお手元に届く頃に

は募集はもう締め切られています。惜しくも参加で

きなかった方，第２回，第３回と「学生選書ツアー」

は続けていく予定ですので，次回はぜひ応募してく

ださい。

秋も深まり，読書に最適の季節になりました。新

入生の皆さんは４月からどのくらい図書館を利用さ

れたでしょうか。今回，図書館からのお知らせは２

つです。

図書館では春学期に引き続き，秋学期も11月22日

まで「情報検索講習会」を毎週火・木曜日に開催し

ています。講習データベースは医中誌WEB，

MAGAZINEPLUS，PubMed，PsycINFOの４種類

です。所要時間は約40分で，OPACによる雑誌の

探し方や館外文献複写申込の方法も説明いたしま

す。まだ受講されていない方はぜひご参加ください。

もうひとつは，「学生選書ツアー」の企画です。

「学生選書ツアー」とは，「図書館にあったらいいな

と思う本を，学生のみなさんが図書館員と一緒に書

店へ選びに行き，選んだ本が図書館に配架される」

という企画です。題して，「学生による学生のため

の選書ツアー」。

自分で買うにはちょっと高すぎて買えない本を，

実際に書店で手に取りながら選ぶことができます。

図書館だより 

平成19年10月13日g，保護者教育懇談会が本学を

会場に開催されました。この懇談会は２年次生の保

護者の方を対象に，大学と保護者の情報交換の場と

して開催されているものです。

全体懇談会では，岡田学長の挨拶に続き，斎藤教

務部長から本学のカリキュラム構成の考え方や，目

指す学生像等について，長尾学生部長から学生生活

の支援体制や学生のマナー向上等について，高松屋

就職支援センター長から最近の雇用情勢や国家試験

合格状況，昨年度の就職状況等についての説明があ

りました。

また，学科別懇談会では，全体会での説明を踏ま

え，各学科の特色に基づく指導の考え方や課題につ

いての説明があり，引き続いて個別懇談が行われま

した。いずれの保護者も大変熱心に，学業成績・資

格取得・国家試験・就職状況・学生生活等について

意見交換がされました。出席された保護者の方々に

は，大学や学生の現状認識に立って，いっそうの学

生支援に役立てていただけることと思います。

なお，今回の出席率は32.0%で，昨年の29.9%を上

回るものとなり，教員の熱意や大学の姿勢が十分理

解されたようです。

当日は学園祭及びオープンキャンパスも同時開催

されており，学生生活を謳歌している学生たちの姿

に，皆さん一様に満足されて大学を後にされました。

保護者教育懇談会開催
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キャンパスインフォメーション 
大 学 行 事

学会等開催〔予告〕

人 事 異 動

視察往来（6月15日～11月18日）

12月２日 推薦入試
12月５日 推薦入試合格発表
12月12日 全学教員会議
12月20日 学部）秋学期代替授業（月曜日分）
12月25日～１月４日 学部・大学院）冬季休業
12月25日～28日 学部）集中講義
12月25日～27日 大学院）集中講義
１月５日 学部・大学院）授業開始
１月８日～24日 一般入試前期願書受付期間
１月25日 大学院）秋学期授業終了
１月26日～２月１日 大学院）秋学期定期試験
１月29日 学部）秋学期代替授業（月曜日分）
１月30日 学部）秋学期代替授業（金曜日分）
１月30日 学部）秋学期授業終了
１月31日 学部）秋学期補講
２月３日 一般入試前期
２月４日～15日 編入学試験（二次募集）・大

学院入試（修士２期・博士後
期２期）願書受付期間

２月４日～15日 願書受付期間
２月４日～５日 学部）秋学期補講
２月６日～20日 学部）秋学期定期試験
２月８日 一般入試前期合格発表
２月22日 編入学（二次募集）・大学院入

試（修士２期・博士後期２期）
２月28日 編入学（二次募集）・大学院

入試（修士２期・博士後期２
期）合格発表

２月29日～３月７日 一般入試後期願書受付期間
２月29日～３月７日 編入学（二次募集）・大学院

入試（修士２期・博士後期２
期）入学手続期間

９月４日　台湾慈済技術学院一行
10月４日　大学基準協会一行

11月10日～11日 平成19年度岡山マンモグラフィ読
影講習会

11月30日 特別公開講座
12月８日～９日 乳房放射線講習会及び認定試験
12月９日 健康運動実施指導者認定試験（指

導実技試験）

〈配置換〉
森本　和恵

（10月１日付）

〈新任〉
森本　明子 庶務課事務員 （７月17日付）
掛田　崇寛 保健看護学科講師 （９月１日付）
野島加奈子 学生課事務員 （９月３日付）
難波美智子 図書館事務員 （９月26日付）
田中　里美 保健看護学科事務員 （10月２日付）
〈退職〉
西平麻衣子 学生課事務員 （８月31日付）
t橋　香恵 庶務課事務員 （８月31日付）
小郷　佳織 就職課事務員 （９月30日付）
小谷　友里 図書館事務員 （９月30日付）
真壁　　泉 教育研究支援センター研究補助員 （９月30日付）
佐々木真美 保健看護学科助教 （10月31日付）

12月15日 岡山県言語聴覚士会学術部会（聴
覚部会）主催講演会

12月22日 自閉症児のための水中運動教室
１月８日 岡山県医療ソーシャルワーカー協

会基礎コース研修
１月19日 岡山県言語聴覚士会学術部会（小

児部会）学術講演会
１月19日～20日 地域リハビリテーション推進事業

岡山県支援センター講演会
２月23日～24日 第38回日本消化器がん検診学会中

国四国地方会
２月24日 中四国視能訓練士会研究会及び委

員会
３月８日～９日 第27回食事療法学会
３月８日～９日 平成19年度高次脳機能障害支援ネ

ットワーク研修会

室 編 集 
¡本号では川崎学園祭の模様を大きく採り上げました。学生自身が企画，演出し，ひとつのものを作
り上げていく。生き生きとした熱気の中で，共に支えあい，思いやる心が育てられているのを確か
に感じました。

¡就職奮戦記や合格への道など，先輩から後輩の皆さんへ激励のメッセージをいただいています。ま
た，夏休み活動トピックスでは各学科の様々な活動を紹介しています。保護者の皆様には年に２回
の大学からの便りとしてお読みいただければ幸いに存じます。

新
教育研究支援セン
ター研究補助員

（総務部付出向）

旧
大学事務局総務
部付研究補助員
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