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卒業生に贈る言葉 

卒業生の皆さん　川崎医療福祉大学御卒業おめで

とうございます。心からおよろこび申し上げます。

これまでの４年間，うれしかったこと，楽しかった

こと，苦しかったこと，さびしかったことなど，さ

まざまな思い出が胸にこみ上げてくることと思いま

す。これらの思い出はすべて，皆さんがこの４年間

に大きく進歩成長されたことの証拠なのです。

皆さんは大学生活４年の間に，さまざまなことを

学ばれました。まず，自ら生きることを学ぶ生活の

変化からはじまって，新しい友達との交流によって

社会が広くなり，さまざまな教養科目によって新し

い世界に目を開かされたことでしょう。そして皆さ

んが属するそれぞれの学部・専攻の専門科目の多彩

で奥深い学問の世界に導かれたことでしょう。皆さ

んは，これらの実に多彩で多種多様な内容の事柄を

１つ１つクリアーして今日のおめでたい卒業の日を

迎えられたのです。大学生活を全うすることによっ

て，未成年から成年への成長という人生の最大の転

換期を見事に乗り切られたのです。これは人生最大

の慶事であり，皆さんに重ねて心からお祝い申し上

げます。

そして，卒業生の皆さんをここまで支えられまし

た御家庭の皆さんや周囲でお世話いただいた皆さん

にも心からお慶びを申し上げます。また，個々の卒

業生の皆さんを，直接奥深い学問の世界に導き，新

しい経験を与えられました教員の皆さんに御礼申し

上げます。卒業生の皆さんがこれから社会に出られ

ますと，学生時代に受けたご家族や教員の皆さんの

訓えや教えのありがたさが身に沁みて思い出される

ことが必ずあると思います。このようなお世話にな

った方々の御恩を決して忘れることなく，今までの

人生の３倍も４倍もある長い今後の人生を，明るく

楽しく，正しく生きてください。

さて，卒業生の皆さん。皆さんはこの４年間に，

それぞれの専門分野において，さまざまな知識と技

術を学ばれました。そして自信を持って今日の日を

迎えられたことと思います。皆さんは本学で身につ

けられた医療福祉の心をもって，獲得した知識と技

術を最大限に活用して大いに活躍していただきたい

と思います。

しかし，やがて皆さんは自分の獲得した知識と技

術が，基礎中の基礎であって，これを発展させるこ

とがいかに大切であり，必要であることに気づかれ

る時がくると思います。その時こそが皆さんが実力

を発揮する最大のチャンスなのです。毎日新鮮な気

持ちで仕事に取り掛かり，もし不確かに思うこと，

疑問に思うことがあったらすぐに調べましょう。上

司や友人に聞きましょう。そのようにして自分の知

識を増やし，経験を増やしてさまざまな事柄に臨機

応変に対処する能力を養いましょう。すぐに解決で

きないときは時間をかけて解決しましょう。

私たちの社会はお互いに助け合うことによって成

り立っています。皆さんが医療福祉の心をもって仕

事をすることは，何らかの形で社会の人々を助ける

ことです。学生時代の皆さんは，どちらかといえば，

主として自分中心で生活することが多かったと思い

ます。これからは社会の皆さんを助け，社会に貢献

する割合を次第に大きくしていくように努めましょ

う。皆さんの人生は無限の可能性を秘めています。

皆さんが自分の人生を大きく育てて，明るい希望に

満ちた素晴らしい人生を送られますよう心からお祈

りいたします。

明るい希望に満ちた人生を
副学長 産　賀　敏　彦
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働くことの意味 これからの人生に向かって

卒業生に贈る言葉 

第14期生の皆さん，卒業おめでとうございます。
川崎医療福祉大学では，医療福祉，社会福祉の視
点を持った人材を育てることを目標に，医療・保
健・福祉に加えて，環境・安全に重点を置いた教育
を進めてきました。「医療」「保健」「福祉」分野で
求められる専門性は，幅広い視野，豊かな心，確か
な実力に裏打ちされたものでなければなりません。
教科書中心に進められる講義によって会得した知識
に加え，経験に基づいた知識と応用が必要です。そ
のため，本学では実習，ゼミ活動および卒業研究を
重視してきました。これらの科目の単位をすべて修
得し，このたび卒業を迎えることができた学生諸君
の努力を高く評価いたします。
ところで，21世紀になっても相次ぐ企業や組織の
不祥事，長引く景気の低迷から，今の日本ほど働く
ことの意味が問われている時代はないのではないで
しょうか。
マネーが人を支配する経済社会に対抗し，人間が
主役になり，経済成長ではなく，経済の質を高める
ような新しい思想が，欧州を中心に大きなうねりに
なりつつあります。単に収入を得る手段としてだけ
ではなく，自己実現のために，そして医療・福祉・
環境・人権などの課題に使命感をもつ―このよ
うな価値観をもって働く人が注目されてきていま
す。すなわち，「環境や社会によいことをしたい」，
「環境や社会をよくしたい」という思いがその出発
点になると考えます。
このような状況の中で，「医療福祉の視点」を体

得した皆さんの存在価値はますます大きくなると考
えます。そうでないと，日本の将来はないと言えま
す。皆さんの今後の活躍と発展を期待しています。
最後に次の，「生き方・働き方の10の極意」（斎藤
槙：社会起業家。岩波新書，2004）を紹介します。
これから始まる職業・社会生活の参考にしてくださ
い。
①自分の好きなこと，楽しいことに夢中になろう。
②いろいろな人と喜びや悩みを分かち合おう。
③効率を優先させない。何が大切かを見極めよう。
④旅に出よう。きっと名案が浮かぶから。
⑤おかげさまで，の気持ちを忘れずにいよう。
⑥あきらめるから失敗する。成功するまで頑張ろ
う。
⑦人と競争するのではなく，「協奏」しよう。
⑧人生に無駄はない。一見，マイナスなことでも
そこから何かが見えてくる。
⑨人がどう思うかではなく，自分がどう思うかを
大切にしよう。
⑩たまには自分を褒めよう。

医療福祉学部長
田　口　豊　郁

14期生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。
４年前，これからいよいよ大学生だと期待に胸を膨
らませて入学したと思ったら，もう卒業と思ってい
る諸君もいるのではないでしょうか。しかし４年間
を振り返ってみてください。実習で悪戦苦闘したこ
と，クラブ活動で泣いたり，笑ったりしたこと，将
来の進路について真剣に悩んだ日々，アルバイト先
での思い出などなど，一杯あることに気がつきませ
んか。１人で生きてきたのではないことに思いを馳
せて下さい。語り合った友があり，叱咤激励してく
れた先生方がいて，影に日向に支えてくれた家族が
あったのではありませんか。いろいろな人があなた
方の周りにいます。これからは皆さんが社会に出て，
世の中のために貢献する時だと思います。
さて，これからは本当の意味での仕事が待ってい
ます。武道の世界でよく練習について言われている
ことがあります。私は「鍛錬とは，千日をもって鍛
となし，万日をもって練となす。」と教わりました。
千日すなわち三年が練習の初期段階になります。万
日すなわち十年で，あるレベルに達します。「石の
上にも三年」といわれるところに通じるものがあり
ます。仕事の中身が解るのに三年かかることを肝に
銘じてください。さらに１つのことがどうにかこな
せて，自分なりに納得できる仕事ができるようにな
るのに十年かかることになります。真剣に仕事に取
り組むと三年はあっという間に過ぎていきます。仕
事にどっぷり浸かっていると気がつけば十年たって
います。そこからまた新たな模索の日々が続きます。
現在あるのは過去の積み上げでできているのであっ
て，この状態が未来永劫，続くものではありません。
社会は一刻一刻変化しているのであって，創意工夫
が常に求められます。その時々を全力でやろうでは
ありませんか。
人生とは「未見の我」を探す旅だといった方がお
ります。すなわち，まだ見ぬ自分，自分の中に眠っ
ていた能力を発見することにあります。人は得てし
て自分はこの程度の人間だと，天井を知らず知らず
のうちにつくっています。全力でやりもしないで，
これはできる，できないと簡単に判断してしまいが
ちです。物事を成し遂げる人は立てた目標に向かっ
て必ずできるはずだと信じて，障害を物ともせず進
んでいきます。達成したとき，「自分にもこんな能
力が有ったのだ，自分もまんざら捨てたものではな
い。」と思えるものです。さあ，未見の我を発見す
る旅に出ようではありませんか。
時々は川崎に戻って来て，みなさんの社会での成
果を報告に来てください。待っています。

医療技術学部長・健康体育学科長
長　尾　光　城
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無限の可能性と謙虚さ

第14期の皆さん，ご卒業誠におめでとうございま

す。多くの諸君は，よく学び，よく遊び有意義な時

間をすごされて今日の日を迎えたと思います。諸君

の喜びは同時に保護者の喜びです。諸君は自分自身

をほめるとともに保護者に感謝して下さい。

これから卒業し，新しい社会に飛び出していく諸

君は，一抹の不安を抱いているかも知れません。慣

れない仕事でミスを犯すのではないか。ミスが頻発

するのではないかと。

こんな例があります。新しい職場に移動したＡさ

んは，慣れない仕事のせいかミスが続き，仕事から

逃げ出したくなる日が多くなりました。そんなこと

から，Ａさんは仕事に身が入らずぼんやりと外を眺

める日が増えていました。そんなＡさんの姿を見た

上司は，Ａさんを別室に呼び出しました。そこで上

司は「君,じぶんの命は，ちっぽけな命だと思うか，

それとも無限に広がる宇宙のように広大な命だと思

うのか，君はどっちだと考えているのか」とＡさん

に問いかけたのです。

叱られると思っていたＡさんは，上司からの突然

の質問にびっくりし呆然としました。考えてみれば

Ａさんは何か失敗するとすぐにやけになり，投げ出

してしまうのは，自分がつまらない存在だという考

えは甘えでしかないことに気が付いたのです。同時

に，自分なんかダメな人間だと考え自暴自棄の行動

を取っていたことを深く反省しました。

「自分の命は，宇宙より大きい可能性がある。人

間はだれでも無限の可能性を秘めて持っていること

に気づいたとき，人生に希望がわいてきて，人生が

明るく見えるようになりました。今は，仕事に向か

う気持ちがまったく変わってきました」とＡさんは

心に述べ，Ａさんは満面の笑みを浮かべ自信をほこ

っているようでした。

しかし，無限の可能性を秘めているからといって，

貪欲にのみになってもらっては困るのです。仕事や

人や社会に対して謙虚な心もあわせ持ってほしいも

のです。謙虚さを持ちながら無限の可能性を考える

ことが社会人としてのとるべき道ではないかと思い

ます。

諸君にとってはこれからの人生は長いものとな

り，いろいろなことが起こるかもしれません。本学

に在学中に知りえた友人や教職員は，諸君の相談役

になってくれることを確信しています。仕事の壁に

ぶつかった時は遠慮なく相談においでください。

医療福祉学科長
小　河　孝　則

卒業生に贈る言葉 

ご卒業おめでとうございます。本学で悲喜こもご
もの青春時代を過ごされた卒業生の皆さんとそれを
支えて下さったご家族の方々に対してお喜びを申し
上げます。
NHK放送文化研究所が2007年に行った“好きな

ことば”の調査によると，ベスト３の１位は「あり
がとう」，２位は「思いやり」，３位は「健康」とな
っています。このベスト３を，25年前の1983年の調
査と比較すると，２位と３位が入れ代わっただけで，
中身は全く同じ結果でした。ところが，1983年には
4位に選ばれていた「努力」ということばが，この
25年間で著しく人気を下げ，2007年には15位まで順
位を後退させています。現代社会の仕組みにおいて，
私たち人間は，好むと好まざるとに関わらず，入学
試験や就職試験等，何らかの形で他者と競うことに

よって篩
ふるい

にかけられ，“勝ち組”か“負け組”かに
分類されるようになりました。“ワーキングプア”
ということばに象徴されるように，本人の「努力」
にも関わらず，競った結果，“負け組”に入った人
は，その「努力」が全く評価されないまま，“負け
組”の不運を“自己責任”という形で受け入れなく
てはなりません。そればかりか，最近では，“負け
組”の人の生真面目な「努力」を揶揄するような風
潮さえ生まれつつあります。このような「格差社会」
に対する絶望感や閉塞感が，「努力」ということば
を人気ランキング上位から引きずり降ろしたのでは
ないでしょうか。
ところで，「努力」は，本来，他者と比較して優

劣を決めることができるものなのでしょうか。本学
と関係の深い旭川荘の重症心身障害児施設「旭川児
童院」には，“ミクロの発達”ということばがある
そうです。重度重複障害のために，身動き一つでき
ず，「言葉」さえ持たなかった児童が，わずかに動
く瞼の残存能力を頼りに，専門職員との気の遠くな

るような「努力」を積み重ね，“瞬
まばた

き”による意思
伝達手段を確立したという話を聞いたことがありま
す。他者にとっては，毛ほどの「努力」も要さない
“瞬き”という“ミクロの発達”が，児童本人にと
っては，他者とのコミュニケーションを通して，無
限の可能性を秘めた“マクロの発達”にもなりうる
というのです。
このような障害を持った児童の「努力」を他者と
比較して，優劣や順位を競う意味があるでしょうか。
個々人の顔が違うように，「努力」の仕方や内容も個
人によって異なります。また，「努力」しようにも
できない人や「努力」を必要としない人さえありま
す。大切なことは，「努力」を他者と競ったり，区
別したりするのではなく，人それぞれの「努力」の
多様性を個性として認め合い，各人の「努力」が報
われる喜びを共有することではないでしょうか。少
なくとも，医療福祉分野ではそうありたいものです。
卒業生の皆さんのご活躍をお祈りします。

人それぞれの「努力」

医療福祉マネジメント学部長・学科長
斎　藤　観之助
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マーフィーの法則と
「転ばぬ先の杖」

第14期生の皆さん，卒業おめでとうございます。
大学を卒業するという１つのハードルを越えた満足
感と喜びで一杯でしょう。と同時に，大学という温
室から外へ出ることに対する期待と不安も大きいの
ではないかと思います。
皆さんとは特に心理学研究法でフィンドレイ

（B.Findlay）のテキストを使って，心理学研究論文
の書き方を学んだことを思い出します。リアクショ
ンペーパーに，熱心な質問や感想を寄せてくれた学
年でもありました。さて，その成果は皆さんの卒業
論文作成に活かされたでしょうか。「卒論は出した
からもういいや」ではなく，もう一度４年間にわた
る心理学の学びの集大成である卒論に思いを致して
欲しいものです。
本当にやりたい卒業研究を成し遂げたという達成
感がありますか。卒業研究を通して学んだことを，
大学生活の支え手であった大切な人に伝えることが
出来ましたか。複数の人に読んでもらいながら論文
の推敲をしましたか。出来上がった卒業論文は，フ
ィンドレイのいう「砂時計」のような体裁をなして
いましたか。その他諸々の心配事は，６単位の重み
を持つ卒業研究を担当した，学科教員の願いから生
じるものなのです。換言すれば，一生懸命ゼミや講
義や実習で指導したことが，身についているかどう
かを確認したい気持ちの表れでもあります。そこに
は教員の熱い思いのこもった卒論指導があったこと
を，心に留めて置いてください。特に心理学などの
国家資格に結びつかない学問領域では，基礎や専門
の知識を提供するだけでなく，それらを学生自らが
将来に活かしうるスキルの獲得が教育目標となるた
めに，卒業研究に力を入れていることもよく理解し
ておいて欲しいと思います。
最後に，フィンドレイのテキストに引用されてい
たマーフィーの法則を覚えていますか。それは「も
しもあなたが土壇場になるまで取り組まないでいれ
ば，機械はその時を選んで致命的な故障をし，あな
たが論文を仕上げようとしたときに草稿を失ってし
まうかもしれない」という内容でした。要するに，
論文作成に際しての時間的余裕とバックアップの大
切さを説いているのですが，実は論文に限らず将来
起こりうる最悪のシナリオを想定して，今できる最
善の策を講じておかないと取り返しの付かない事態
を招くという警告でもあるのです。身近な諺にも
「転ばぬ先の杖」とか「後悔先に立たず」があるよ
うに，地球温暖化や環境問題に対する取り組み方へ
の警鐘にも通じると思います。これからの社会を担
う皆さんにこそ，真剣に考えて欲しい喫緊の課題で
す。少し目線を上げた幅広い活躍を期待しています。

臨床心理学科長
金　光　義　弘

保健看護学科の皆さんご卒業おめでとうございま
す。本学科の学生は大学教育の最後に看護師国家試
験・保健師国家試験という２つの国家試験を同時に
受けなければならないために，第10期生の皆さんは，
「目指せ　V2 Ｖictory」をクラスの合言葉にして，
支え合いながら難関に臨まれました。教育の目標で
はありませんが，個々の課題として４年間の学びを
整理し，対策を立て努力しているお姿を拝見しなが
ら，自分の将来に夢をもっておられるのだなと思い
ました。
保健看護学科は全国初の医療福祉系大学に1995年
に開設されました。大学の教育理念を受け，保健看
護学科はケアの思想として，①人間の生命に対する
畏敬，②全人的なかかわり，③包括的な健康観に立
脚，④自己決定と自助への援助を大切にしてきまし
た。看護師を目指す人，保健師を目指す人，看護能
力も身につけた養護教諭を目指す人，どの学生にも
心に残されていると思います。４年間の教育を振り
返ってみると，豊かな基礎教養，専門基礎科目，看
護専門科目，卒業研究がありました。特に川崎医科
大学附属病院，保健所などでの臨地実習23単位，学
校での養護実習４単位，などは大変な努力を必要と
したと思います。しかし，これらの実習で対象とな
る人へのケアの思想を学び，援助する看護技術を身
につけられただけでなく，それらの機会を通して人
間的な成長をされたことを先生達は実感して皆さん
を送り出します。専門職業人として適応するには大
変なこともあるでしょう。
2004年日本看護協会の調査によると，新人看護師
早期離職率9.3％という数字が示され，看護界は大
きなショックを受けました。しかし，皆さんの先輩
である19年３月卒業生は職場の先輩や先生方に支え
られ，新人離職率は０％でした。
新人が退職を決意するまでには苦しみ，悩み，眠
れぬ思い，涙した本人にとっても看護界全体にとっ
ても，社会全体にとっても，患者さまや地域の人々
の健康にとっても大きな問題です。日本看護協会は
制度・環境の改善に向けて，今，まさに前進してい
ます。その波に乗って，本学保健看護学科は何がで
きるのだろうか考えました。
新人であっても不特定多数の人を迎え入れ，その
人を気遣いながら，専門的技術を持って，ケアを提
供するという自らの実践の意味を確認し，専門職業
人としての喜びやつまづきを安心して，じっくり語
り，聞く機会を積極的に作っていくことが，卒業生
の生涯発達を支える仕組みのなかにどうしても必要
だと考え，皆さんが４年生の時に保健看護学科「看
護の日」をスタートさせました。新人の職場適応を
支える里帰りDAY「看護の日」を毎年５月第４土
曜日に開催し，学生，教員，卒業生，保護者，看護
専門職，患者家族の会，看護を目指す高校生，地域
の皆さんが集い交流して，「川崎看護ケア」を構築
していきたいと思います。看護系大学で西日本唯一
の看護学位取得の学部・大学院修士課程・博士課程
をもつ大学として，卒業生が誇れる大学にしていき
たいと思います。専門職業人として，人として「ワ
ーク・ライフ・バランス」を大切にして豊かな思い
を持ち続けられることを祈念いたします。

卒業生に贈る言葉 

新人の職場適応を支える
里帰りDAY「看護の日」

保健看護学科長
津　島　ひろ江



14期生の皆さんご卒業おめでとうございます。

４年間の学生生活をおえて，各自希望や目標に向

かって社会へ巣立っていかれます皆さんに心よりお

祝い申し上げます。大学時代を振り返って，いろん

な人との出会いや経験があったと思います。授業や

実習で出会った人，サークル活動で出会った人，あ

るいは教員との交流であったかもしれません。百人

百様の大学生活を送ってきたことと思います。いろ

いろな経験をすることで自分が成長できます。人間

１人では決して大きくなれません。いろいろな出会

いが自分を成長させてくれます。

社会に出れば，仕事上の失敗やミスに対して上司

や先輩の厳しい言葉を受けることもあるでしょう。

そんな時，上司や先輩の言葉をどのように受け取る

かで皆さんが大きくなるか，小さくなるかが決まる

と思います。また，人間はいい意味でライバルが必

要です。ライバルを持つことで相手の能力を素直に

認め，尊敬することで，自分の能力とレベルがわか

り，その差を埋めるためにやるべきことが見えてき

ます。言葉だけではなく，その取り組む姿で教えて

くれます。日々，切磋琢磨することで，皆さんも与

えられた分野でレギュラーの地位を目指して頑張っ

てください。あたえられた職場で力を発揮できない

者が，転職したところで成果を挙げられるとは限り

ません。とかく先にある成果は見えにくいものです。

後１歩の努力でこれまでの苦労が報われるかもしれ

ないと思い，決して諦めないようにしてください。

人は，楽をすると陳腐な人生になってしまいます。

最近，医療情報学科の卒業生の活躍を耳にするこ

とが多くなってきました。まことに嬉しい限りです。

過去13回の卒業生を送り出し，先輩方の努力でよう

やく社会に医療情報学科の存在が認められつつあり

ます。皆さんも先輩方の後に続いてください。昨今

の医療福祉分野の厳しい状況のなか医療のための情

報化はますます重要度を増してきております。患者

のための医療には情報管理サービスは欠くことがで

きないものです。皆さんも，望ましい医療のために

貢献しうる人材となられますことを期待いたしま

す。

与えられた分野で
レギュラーに

医療情報学科長
堀　　　義　巳
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５期生のみなさん，ご卒業おめでとうございます。
私は長年，野の花や植物の造形写真を撮っていま
すが，いつまで経っても花や植物のもっている「空
気」というか「風」がうまく表現できません。授業
ではグラフィックデザインを教えていますが，近頃
目にする印刷物や映像に使われているフォント（文
字）や写真に緊張感というか，こだわりが感じられ
ないもの，言い方を変えれば，そこに漂う空気感や
風のようなものが感じられないものが多いように思
います。
近頃は世間の流行語を知らないことが多く，学生
のみなさんから教えてもらうことも多いのですが，
KYとは「空気が読めない」の意味だと知ったのは
半年ほど前，教室で教えてもらいました。若者の間
で流行っているとか。私が理解していたのは，その
場の空気を読めない仲間に「もうすこし，場の空気
を読んでね」という程度の意味に捉えていました。
ところが，今年の元旦，新聞で「KYキャラで下手
こいた」という見出しが目に止まりました。読まれ
た方もいらっしゃると思いますが，私が理解してい
た様に単純なものではなく，KYとは「空気が読め
ない」から，もっと「空気を読め」とか「空気を読
んでね」ということではなく，どちらかというと
「空気が読めない」者を嫌悪したり，集団から排除
したりするという意味合いが強いようです。これは
ある一定期間メンバーが固定されている学校のよう
な集団によく見られる現象かもしれません。
これから社会人となる皆さんにとって，新しい仕
事や集団，組織の空気を読むということは大変重要
なことであります。空気が読めないのも困りますが，
しかし，あまりに素朴で純真であるために空気が読
めないことも多々あります。意外と空気を読めない
素朴な視点がその集団の空気や体質を変えるかも知
れません。また，日常的な何気ない空間（エレベー
ターや廊下など）での挨拶の仕方も空気を読むこと
かも知れません。
デザインは「守る」ものではなく，新しいものを

「つくる」ことであることは言うまでもありません。
ちゃんと空気を読み取った上で，あえてその空気に
亀裂を入れることも，時として必要かもしれません。
新しい「風」になって下さい。
皆さんとは，授業では全員と接する機会がありま
せんでしたが，ハンカチアート等の課外活動を手伝
った関係で，授業外でもいろいろな思い出や印象が
強く残っています。すすむ道はそれぞれ違いますが，
「ものづくり」「ことづくり」というデザイン体験はこ
れからの長い人生の中に生き続けると信じています。
みなさんも健康に留意され，新しいフィールドで
のご活躍を願っています。

卒業生に贈る言葉 

「風になって」

医療福祉デザイン学科長
徳　山　　　容
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14期生の皆様，ご卒業を心から祝福いたします。

今年も大変でした。「皆さん，よく頑張った。」と，

褒めたいと思います。

さて，今回は「アイドリング・ストップ」と言う，

少し変わった話題で皆様を激励します。

「アイドリング」は英語の“idle”の進行形で，

皆様の好きな「アイドル」“idol”とよく似た発音

ですが，意味は全く異なります。

「アイドリング・ストップ」は車を利用される方

ならよくご存じの「空回しの中止」です。私は，自

宅（岡山市平井）から大学までの約14kmを，車で

いつも同じ道を通って約30分のドライブで通勤して

います。その間，交通信号機が37機あり，赤信号に

掛かって停車する回数は14回～10回位です。１回の

停車時間を平均20秒とすると，「アイドリング」し

ている時間は280秒～200秒（４分40秒～３分20秒）

と言うことになります。そこで，地球温暖化防止に

協力する意味でも，また，車の燃費を少なくして少

しでも安くする意味でも，公的・私的理由で，約１

年前から，「アイドリング・ストップ」を励行して

います。実際に燃費は７km/rから８km/r位によ

くなっていますし，運転自体もかなりスムースな態

度になっており，効果があります。JAF等の情報

によりますと，３秒以上停車する場合は「アイドリ

ング・ストップ」によって燃料が節約できるらしい

です。また，最近の車はよくなっているので発車や

停車時の「アイドリング」をしなくても問題なく，

私自身も最初はドライブ中にエンストして迷惑かけ

ないか心配したものですが，まったく問題ありませ

んでした。

と，言うことで，皆様はこれから車に乗られる機

会が多いと思いますので，是非ともこの「アイドリ

ング・ストップ」の習慣を身につけて戴きたいと願

っています。これからの地球を守るためには皆様１

人１人の小さな協力が必要です。

「アイドリング」は「空回り」ですので，仕事の

上でも「空回り」しないよう，慎重な準備と作業を

心掛けて，スマートな視能訓練士・言語聴覚士に育

って下さい。

卒業生に贈る言葉 

「アイドリング・
ストップ」

感覚矯正学科長
田　淵　昭　雄

ご卒業おめでとうございます。この日を迎えた皆
さんの思いには感慨深いものがあると思います。ご
家族の方々，友人や知人，そして学科の先生方も同
じ思いでしょう。今日の日を迎えることができた喜
びに加えて，私たちは安堵感をも感じています。
高校生の時には，大学進学を目標とし，目標に向
かって努力してきた結果，本学に入学ができました。
入学後は折々の行事やクラブ活動に加えて，期末試
験や20週間にもおよぶ学外臨地実習を無事に乗り越
えて，今日の日を迎えました。これまでに大小の目
標を数多くクリアして卒業に辿り着いたことと思い
ます。しかし後１つの目標，大学生活の総仕上げ，
社会人への扉を開く，国家試験突破がありますね。
皆さんは，進学する専門職種として管理栄養士を
選択して，大学４年間充分に学んできました。管理
栄養士免許を取得することで皆さんがこれまで学ん
で身に付けた専門分野の技能を思う存分発揮するこ
とが可能となります。最後の目標突破に期待してい
ます。
皆さんが社会に出る平成20年（2008年）は，管理
栄養士の職業にとって記念碑的な年になりそうで
す。今年の４月１日から特定健診･特定保健指導が
いよいよ始まります。生活習慣病対策の一環として
実施される本制度に，指導担当者として管理栄養士
が明確に位置づけられたのです。わが国に管理栄養
士が誕生して40年余り，明確でなかった社会的役割
が制度としてきっちりと明文化されたのです。そう
した観点からすれば，今年度は日本の管理栄養士が
一段と飛躍して活躍する第２ステージの開幕と言え
るでしょう。
皆さんが卒業する今年は，管理栄養士の歴史にお
いて意義ある年となりました。第２ステージを皆さ
んは歩んでいきます。歩みには目標が必要です。皆
さんがこれまで歩んできたように目標を持ちましょ
う。短期的・長期的，大きなもの小さなもの，いろ
んな目標があることと思いますが，いつも１つは目
標を持って生活しましょう。そして，その目標を成
就するため努力しましょう。それによって，皆さん
の人生は必ず豊かになることでしょう。
川崎医療福祉大学臨床栄養学科卒業生であること
を誇りに思い，胸をはって社会を歩んでください。
歩みの中で，嬉しかったこと悲しかったこと，成就
できた目標など折にふれて聞かせてください。また，
相談したい時には遠慮なく大学へ連絡ください。先
生方は皆さんの様子をいつまでも見守っています。
それではお元気で。

目標を定めて，歩もう

臨床栄養学科長
中　坊　幸　弘
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皆さん，ご卒業おめでとうございます。

皆さんが卒業される2008年前半は，過去に見ない

景気の良い時期であり，団塊世代の退職者が出てく

るため，企業も若い学生を受け入れています。皆さ

んには実感がないかもしれませんが，過去に見ない

学生有利な年の卒業生なのです。

しかし，会社や医療機関・福祉施設側から見れば，

このような年から出てきた学生は粘りがなく，すぐ

にへこたれてしまうのではないかと考えています。

採用する側も，将来を託す人材をどのようにして探

そうかと四苦八苦しているのです。

ここで，１つ私から皆さんへアドバイスしたいこ

とがあります。

皆さんは履歴書を書かれたことがありますか？

ご存知のように履歴書は，過去の経験，資格，志望

動機などを記入しますが，採用する側は，この履歴

書を見て個人を信用するしかありません。

a 丁寧に書いているか，

s 資格を取るため挑戦してきたか，

d 自己アピールができるか，

f 過去何度職を変わり，何年１つの職場に勤務

しているか（男女にて少し見方が違います），

このようなところを見ていきます。特にs，fは目

を光らせています。

私が皆さんに言いたいことは，「履歴書はなるべ

く汚すな」ということです。皆さんにとっては，初

めての就職になりますが，今後今の職場が合わない

と思い仕事を変える時，次の仕事は事前に調査し，

準備して計画を立てながら変わるようにしてくださ

い。仕事を変わることによって伸びていく人もいま

すが，落ち込んでいく人がまだまだ日本社会では多

いように思われます。

「あの人が上司にいるから」，「あの仕事が回って

きたからやめる」，と一時的な感情だけにとらわれ

ず，今の職場よりも自分に合っている先を見付けて

判断しないとまた同じことの繰り返しになりかねま

せん。履歴書を汚すだけの場合もあります。早い時

期に目標とする仕事をみつけてください。

最後に，川崎医療福祉大学の卒業生として，自信

を持って各地で活躍されますことを心よりお祈り申

し上げます。

早く目標とする仕事を！

川崎医療福祉大学協助会会長
津　w 篤

第10期生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。
卒業までの長く険しい道のりを皆さんは立派に乗り
越えようやく卒業というゴールに到達しました。心
からお祝い申し上げます。思えば，入学試験も大変
な難関でしたが，４年間の学生生活も決して楽なも
のではなかったでしょう。リハビリテーション学科
は入るのも大変だが，出るのはもっと大変とよくい
われます。１年次から解剖学や生理学等の専門科目
がありますし，骨や筋の口頭試問も厳しい試練だっ
たでしょう。２年次からの臨床医学や理学療法・作
業療法の専門科目の勉強も大変だったと思います。
３年次には初めての臨床基礎実習に臨み，身も心も
震える経験をしたのではないでしょうか。４年次の
臨床実習や卒業研究の厳しかったこと，専門職に就
くということはなんと大変なことかと，何度も挫折
しかかった方もいるのではないかと思います。そし
て国家試験の緊張感，これは一生忘れられないと思
います。今年も全員合格しているものと信じていま
す。もちろん苦労した反面，４年間頑張り抜いたと
いう達成感や充実感，友達との交流や部活動など楽
しい思い出も一杯できたのではないでしょうか。ま
さに苦あれば楽ありです。全てが一生の宝です。た
だ，ここまで到達できたのは決して自分１人だけの
力ではないことを今一度十分に噛み締めて下さい。
多くの教員や事務の方々，臨床実習指導者・施設，
ご家族，友人達そして気持ちよく臨床実習にご協力
いただいた患者様や利用者の方々のおかげでここま
で来ることができたことを心から感謝して頂きたい
と思います。そして，その恩に報いるためには，皆
さんが卒業後に立派な理学療法士・作業療法士にな
って活躍することしかありません。
さて，表題の「冷静と情熱の……」についてお話
しします。もちろん……のところには「あいだ」が
入ります。ご存知の通り，直木賞作家の江國香織さ
んと芥川賞作家で中山美穂の夫の辻仁成さんが合作
し，ベストセラーになった恋愛小説の題名です。皆
さん方の胸は今まさに希望と「情熱」に満ちあふれ
ていると思います。患者様や利用者の方のお役に立
ちたいという「情熱」は，医療・福祉関係職の原点
ともいえるものですので，卒業後も末永く持ち続け
ていただきたいと思います。一方，お役に立つため
には「情熱」のみが先走ってもなりません。私たち
の分野は未だに不明なことが多く存在します。「冷
静」な状況判断や「冷静」な科学的分析や蓄積も必
要です。「冷静」と「情熱」の間のバランスを上手
にとり，患者様や利用者の方のお役に立ち，社会に
貢献されることを期待しています。

卒業生に贈る言葉 

「冷静と情熱の……」

リハビリテーション学科長
渡　邉　　　進
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平成19年度卒業生のみなさんご卒業おめでとうご
ざいます。
ならびにご家族のみなさま，ご親族，関係者のみ
なさまにおかれましても心よりお慶び申し上げます。
この度，みなさんを同窓会会員として新たにお迎
えできることにより平成20年度からの会員数は１万
名を超え，私としましても同窓会が会員のみな様に
とって価値ある存在であるよう，さらに活動を進め
てまいらなければならないと考えます。
さて，みなさんが大学で過ごされてこられたこの
間に，経験されたことや，学ばれたこととはどんな
ものだったでしょうか？今，新たな世界へ挑戦され
ようとしているこの節目の時に，これらについて
「ふりかえり」をされてみるのはいかがでしょうか。
未来に向かって希望や不安が入り混じる今だからこ
そ，大学に入学された前回の節目に思い描いたこと
を思い出し，どんなことが自分にプラスされ，変わ
ったのか，できるようになったのか，あるいはでき
なくなってしまったのかを思いめぐらせてみてくだ
さい。なぜなら，今の社会では，様々な物があふれ，
選ぶだけでも大変で，日々の生活をこなしていくの
に精一杯になってしまいそうだと感じることがある
からです。過去の自分を振り返るのはネガティブな
感じがするかも知れませんが，そうではなく，これ
から始まる次の節目までの長距離ドライブに向け
て，自己を点検し，メンテナンスをすることでより
快適にみなさんが選ばれた道を歩み，何かを掴んで
いただきたいと思っています。そして次に，みなさ
んに大切にしてもらいたいと思うことがあります。
それは，自分を大切にし，小さなことをおろそかに
しないということです。生きている間には，自分を
見失うほどのピンチや悲しい出来事に出会うかも知
れません。また，謙虚な気持ちを忘れ，他人からの
小さな親切を当たり前のように思い，勘違いしてし
まうことも。そうならないために，いつも心のどこ
かに遊びを持たせ，感動する心，人の幸せを自分の
ことのように喜べる心をもっていたいですね。その
方法は人によってそれぞれで違うと思いますが，そ
の一つが旧友との再会だとすれば同窓会があること
を忘れないでいて欲しいと思います。
最後になりましたが，同窓会はほぼ卒業生による
ボランティアによって運営されています。これから
の日々の生活の中で，またあの人に会ってみたいと
思った時や，世代や学科を超えた同窓会での集まり
で刺激をもらうことできたということがいつかみな
さんに起こることがあれば本当にすばらしいことだ
と思います。みなさん一人ひとりにとって，「あっ
て良かった同窓会」と思っていただける会でありた
いと思います。
今後のみなさんのご健康とご活躍をお祈り申し上
げますとともに，同窓会に参加してくださることを
楽しみしております。

卒業生に贈る言葉 新任先生の紹介 

卒業生のみなさんへ

同窓会会長　健康体育学科１期生
尾　田　幸　夫

皆様はじめまして。平成19年12月１日より臨床心

理学科の一員に加えて頂きました山田と申します。

本学では精神医学や医学用語を中心とした講義等の

お仕事をさせて頂くことになりました。実はその1

ヶ月前に川崎医科大学の精神科学教室にも着任した

ばかりで，この二つの大学の兼務という形になりま

す。臨床の仕事も多いので，時間的な制約も多いの

ですが，なんとか両立できるように努力したいと思

っています。

これまでは岡山大学病院で精神科・神経科の臨

床，教育，研究に携わり，臨床面ではリエゾン精神

医学といって，身体疾患を持つ方々の精神的なケア

をひとつの中心としてきました。現在はその延長線

上として，がん患者さんの緩和医療の活動が多くな

りました。川崎医科大学附属病院でも緩和ケアチー

ムの一員として診療にあたっています。もちろん精

神科の臨床全般やてんかんの研究と診療も行ってき

ましたが，分野によっては得手不得手もあります。

臨床医としてまだ発展途上（終了？）のままなので

すが，本学では通年講義を含む学生さんの指導とい

うあまり経験のない仕事になりますので，新たな気

持ちで少しでもお役に立てるように精進したいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。

ご 挨 拶

臨床心理学科教授
山　田　了　士
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日本初のトランジスタ式電子計算機に大学で出会

ったのが縁でソフトウェア技術者の道を志してから

四十余年。今日のような凄まじい進化と普及は予想

もしなかったが，デジタルコンピュータの進化を内

側から眺めてきた。巨大で威圧感に溢れた黎明期の

大型機の操作は楽しかったが，昨今のパソコンの中

枢部はOSと呼ばれる黒い帳に包まれ一般人は手出

しできないばかりか，まだ使えるのに交換を強要さ

れる。ワープロや表計算ソフト，ブラウザの入手先

も限られている。こんな状況は古典的プログラマで

ある私には楽しくない。

本学の創設当時はパソコン通信の最盛

期。前に勤めていた富士通では毎日メール

に追われていた。転職後すぐに自室の電話

ジャックにモデムを繋いだが交換機が受け

付けてくれず，川崎学園のインターネット

加入まで電話とFAXのアナログ環境に戻

った。デジタル通信網（＝インターネット）

とデジタル計算機（＝パソコン）がどこに

でもある時代になったが，今思うとアナロ

グの方が人間的かも。あの頃が懐かしい。

蜘蛛の巣のような通信網を駆使するイン

ターネットはウェブ（web）とも呼ばれる。

この仮想的な世界を海に例えれば，そこに

浮かぶ情報の島がウェブサイト（日本では

ホームページという方言で呼ばれている）

である。ウェブは確かに便利だ。居ながら

にして世界中の最新情報が手に入る。

一方で，高齢者がパソコンを使い出す動

機の一つが孫とのメール交換だという話を

聞いて社会情勢の変化を痛感したが，便利

だから良いとは限らない。社会のデジタル

化に伴う問題は多い。新技術の採用時に不

可欠な慎重さや警戒心を忘れ，一歩また一

歩と積み上げる手順を飛ばして一気に拡大すると

様々な不祥事が起こりがちだ。

パソコンやウェブの進化を支える情報通信技術

（Information & Communication Technology）の略

称はICT（巷間，使われているアイテーは舌足らず）

である。我々は新技術の導入に概ね寛容だが，ICT

の先鋒，電話は世界中に広まってオフィスの必需品

になり，それ故に聴覚障害者の就労を妨げてきた。

しかし，昨今の電子化された文字は点字化や音声化

が容易なので視覚障害者も利用できる。電子文書を

読上げる機能がパソコンの標準装備になった契機は

米国のリハビリテーション法507条で，印刷物を読

み上げる盲人用読書機はこの延長線上にある。しか

し，半導体技術の革新的進歩で性能が飛躍的に向上

したパソコンは持てる力を画像処理に惜しみなく注

入し，視覚障害者を悩ませる存在に変わって行った。

最近，多くの組織や個人が自分のサイトを公開し

ているが，自治体の広報サイトには細心の注意が必

要だ。図や表には説明文を付けるよう日本工業規格

で規定されているにも関わらず，約束を守らないサ

イトが多く，パソコンの音声化機能は宝の持ち腐れ。

結果的にdigital divideと呼ばれる差別が拡大して

いる。とはいえ，紙媒体から電子媒体へという大き

な流れには逆らえない。荒れ馬を飼い馴らす努力を

続けるしかない。

社会インフラのデジタル化にも問題は多い。一般

論になるが，アナログ機器は手足の延長とみなされ

結果が使用者の技量に左右されるのに対し，デジタ

ル機器は，設計者の想定範囲内という制約はあるが，

確実性に欠ける人間の介入を避け完全自動

化を目指す。例えば，最新のデジタルカメ

ラは自動的に人の顔に焦点を合わせ笑顔検

出時にシャッターを切る。幾つかの新交通

システムは無人運転を実現している。テレ

ビ受像機も，アナログ機には調整箇所が必

ずあり最終品質は調整担当者の腕に依存し

ていたが，最終性能や品質が設計時点で決

まるデジタル機に調整箇所は存在しない

（あっても極めて少ない）。そのため，新興

の小企業が激安価格を武器に大企業に対抗

できたりする。これらを進歩と見る人もい

るだろうが，個人の経験や伎倆を評価しな

い社会は健全とは言えない。一方で，複写

禁止機能が映像機器の操作性を低下させて

いる実状は，少数派の意向に多数派が翻弄

される危険性をも示唆している。デジタル

空間の自由さは見かけだけなのかも。

地上波テレビのデジタル化は，使い易い

VHF帯を電話業界に転売したいという本

音を高画質化や双方向性という美辞麗句で

糊塗して強行された。今の画質で充分とい

う人に受像機の買換を強要する行為は「勿

体無い」の精神に反する。原波形の完全復

元が可能なので雑音に強いという２進デジタル信号

の特性は一定以上の信号強度が前提で，雑音だらけ

の画面に耐えてきた難視聴地域は地デジ移行後“完

全に”見えなくなる。こうした不都合な真実は隠蔽

され続けてきた。今やテレビは生活の必需品。その

放送方式の変更は国民投票の対象にしてもおかしく

ない重大事なのに。

地震による道路崩壊で孤立した地区の人たちが自

ら道路を作る光景をテレビで見て感動した。都会育

ちの私（岡山市出身ですが，それが何か？）には想

像すらできない発想と行動力。この感想を半農半技

（＝電子技術者）の友人に洩らしたら農業に土木工

事は付きものと一笑された。とはいえ，昼間は携帯

電話やインターネットを駆使し，夜はテレビを楽し

んでいたであろう被災地の人たちが見せた底力。イ

ンフラ整備も自前で賄える実力，その気概。砂上の

楼閣のようなデジタル技術より足が地に着いたアナ

ログ技術と人間の可能性に乾杯。

一般寄稿

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
前
途
は
多
難

医
療
情
報
学
科
教
授
　

太
　
田
　
　
　
茂
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歴史を受け継ぐ後輩たちへ 歴史を受け継ぐ後輩たちへ 歴史を受け継ぐ後輩たちへ 
卒業生よせがきコメント集 

学校・実習・バイトなどのさまざまな場面で，多
くの人たちとの関わりを通して，この４年間の大学
生活で自分を知ることが出来ました。家族と離れた
ことで，家族の大切さも知ることが出来ました。毎
日が発見の日々でした。皆さんも大学で色々な経験
をして，たくさんの発見をしてください。

「笑えるようになるよ。」苦しい時を共に過ごし
た友人が言った言葉は，強く心に響きました。ここ
までこれたことは，友人や周囲の方々の大きな支え
があったからです。卒業がゴールではなく，また新
たな出発だと思います。４年間で得た強さを胸に，
羽ばたきます。

私はこの大学での４年間ほど仲間の大切さを感じ
たことはない。皆が同じ資格を目指し，励ましあえ
る仲間がいたからこそ，ハードな授業や辛い実習を
乗り越えてこれた。こんなに一体感のある学科は他
にはないと思うし，この中で貴重な４年間を過ごす
ことができ嬉しく思う。
みんな，ありがとう(・∀・)

「多くの発見が出来る場所」

保健看護学科 有馬
ありま

正芳
まさよし

「切磋琢磨」

感覚矯正学科　視能矯正専攻 藤本
ふじもと

こころ

「羽ばたく強さを胸に」

感覚矯正学科　言語聴覚専攻 大田
おおた

侑貴子
ゆ き こ

私は福井県の高等学校を卒業し，川崎医療福祉大
学に入学しました。私は入学時，不安いっぱいの中
で１人暮らしを始めたばかりで辛い日々も何日か続
きました。１年次生の７月くらいから親しく話せる
友人も増えてきました。４年次生，卒業を目前に，
現在，私は大切なたくさんの友達に囲まれ，一緒に
卒業できることを最高の幸だと思っています。
後輩の皆さんも，卒業の時に，この大学でよかっ
たと思えるよう後悔のない大学生活を送ってくださ
い。

「後輩へのお願い」

医療福祉学科 高村
たかむら

祐美
ゆ み

あっという間の４年間。今まで私を支え続けてく
れた両親のおかげで，今の私がいます。最高の仲間

達との出会いは，私を日々成長させ笑顔の絶えない
大学生活を送ることができました。共に刺激しあえ
る仲間達は，自慢できる一生の宝物です。感謝の気
持ちを込めて，ありがとう。

「絆」

医療情報学科 山田
やまだ

寿子
とし こ

大学生活を終える今，感謝という言葉が溢れ出て
きます。両親・先生・先輩・友人，本当にたくさん
の人々に支えられて今の自分があると思います。こ
のご恩を少しずつでも返していけるよう，これから
の人生一生懸命生きていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

「感謝」

医療福祉マネジメント学科 豊福
とよふく

晃子
あき こ

私はこの学科で，「デザイン」と「アート」，そし
て「大切な仲間」に出会い，その中で「表現する自
由や喜び」を知りました。
この大学，この学科に入れた事を本当に嬉しく，

また誇りに思います。
４年間ありがとうございました。

「出会い」

医療福祉環境デザイン学科 川田
かわた

佳生
よし お

苦しいことやちょっと躓いたこともありました
が，両親，友人，先生方……私と関わる全ての方々
のお陰で本当に素晴らしい学生生活を送ることがで
きました。何気ないことかもしれませんが，後輩の
皆さんにも自分が多くの人に支えられている幸せ
と，感謝の気持ちを決して忘れることなく頑張って
ほしいと思います。

「大切な気持ち」

臨床心理学科 中田
なかた

あゆ美
み

４年間を通して，印象に残っていることは３年次
の臨地実習でした。この実習は辛いことも多かった
のですが，それ以上に病態に応じた栄養管理など学
び得たことが多く，それをきっかけとして，病院で
働きたいと強く思うようになりました。どのような
経験も将来に結びつくと思いますので，みなさんも
様々なことに挑戦して，有意義な学生生活を送って
ください。

「４年間を振り返って」

臨床栄養学科 田中
たなか

美幸
みゆ き

「ありがとう」

リハビリテーション学科　作業療法専攻 兼平
かねひら

宏美
ひろ み

卒業を目前にし，今思うのは「ありがとう」の感
謝の気持ちです。共に喜びを分かち合った仲間，暖
かく指導してくださった先生，遠くからいつも応援
してくれた家族。みんなの存在が私の力になりまし
た。後輩の皆さんも自分を支えてくれる人達に感謝
し，充実した４年間を送ってください。

私の大学生活において，第２アリーナ（トレーニ
ングルーム）は欠かすことのできない場所だ。授業
の合間を縫って，身体を鍛えるために毎日足を運ん
だ。言わば，第２の家のような空間であり，気持ち
を落ち着かせることもできた。またアリーナでは，
たくさんの素晴らしい仲間と切磋琢磨しながら，私
は精神的にも大きく成長することができた。今は感
謝の気持ちでいっぱいである。本当にありがとう!!

「My Favorite Place」

健康体育学科 w橋
たかはし

浩
ひろし
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04. 4 . 6 入学宣誓式

2008年3月卒

このこの44

04. 5 .26 レクリエーション大会

05.12.20 クリスマスロビーコンサート 06.10.14～15
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卒業生の軌跡 

年間 年間 44
08. 1 .23 功労賞表彰式にて

07. 6 .27 福文祭

06.12.11 クリスマス寄席学園祭
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第2回キャリア講演会が開催されました 第2回キャリア講演会が開催されました 
第２回キャリア講演会が，平成19年10月３日d

14：30～16：00講義棟2601教室で，「より良いキャ

リアを得るために」と題し，㈱理想経営 代表取締

役社長　経営コンサルタント／キャリアカウンセラ

ーの山本正樹氏をお招きし開催されました。

講師の山本正樹先生は，1963年生まれ。大学卒業

後，西武百貨店，ジェック経営コンサルタントを経

て，1996年理想経営を設立，代表に就任し現在に至

っています。ラジオやテレビでの分かりやすい経済

解説で評価を得る一方，近年は労働環境の変化から，

主にキャリアデベロップメント分野の業務が拡大

し，ビジネスパースンが自律的・自主的にキャリア

を構築できるよう支援するワークショップの受講者

は年間のべ5,000名にのぼります。

また，知識のみに頼らない温もりある教育スキル

は，クライアントから高い評価を受け，ワークショ

ップ活用による経営戦略の構築支援や職場改善支援

の依頼にも対応しています。アイデンティティーと

して大切にしているキーワードは「成長と良心」。

JCDAキャリアカウンセラー養成指定講師も務めま

す。

今回の講演で印象に残った言葉は，仕事の“本質”

を理解し，働くことの「目標」と「目的」を明確に

することが重要であること。人間には「外発的動機」

と「内発的動機」があるので，自分は何に向いてい

るのか常に自己探索を繰り返すことが大切であるこ

と。人生で出会う人を大切にすること，そのために

は自分を大切にすること。自分のことをより良く分

かってあげることなど，キャリアについて分かりや

すく説明していただきました。

＝参加学生のアンケートより抜粋＝
※「目標」と「目的」はどう違うのか，問い掛けら

れた時に分かっているようで，その違いに自分自

身が理解できていないことに気づかされました。

何のために行動するのかしっかりと理解し，目的

を持って生きることはとても大切だと思いまし

た。「目標」は分っているのに「目的」が分らな

いことが多々あるので，この講演を機会にもっと

考えようと思いました。

※大学３年になり，バイトや実習という経験を通し

て「働く」ことは何か，自分で考える時間も増え

ました。どんなにお金を貰っても，お金だけでは

仕事を続ける原動力に成りえない。自分の行動が，

「人に感謝されたり，人に役立ったりする」。そん

な風に自分の仕事に誇りを持てるようになりたい

と考えました。

※将来，どんな職につくことがいいのか，自分に合

った仕事とは何か，やりがいと感じる仕事とは何

か，ずっと考えていましたが，自分自身のことを

良く理解していないのに自分に適したものなんて

見つけられないと感じました。

※自己概念を明確にすることの重要性が分りまし

た。私って何だろう？自分への問いかけが大切だ

と思いました。その延長線上に自分の生きる道が

あり，自分の道は，自分で探して歩かなければな

らないと考えました。後は動け，探せ，歩けとい

う行動に移すことが大切であり，とても刺激を受

けました。

※山本先生は，自分の興味・能力・価値観をはっき

り言える方で，素晴らしい経験者だと共感しまし

た。私も，大学を卒業したら社会人になるので，

自分についてもっとよく考えて行動しようと思い

ます。今日の講演会は，興味深く聞くことが出来

て非常に良かったです。
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キャリア講演会開催（続き） キャリア講演会開催（続き） 

※社会人の友達の話を聞いていると，自分も社会に

出ることが不安になってきます。「社会に出るこ

とは，自分の靴を磨くこと」という言葉がとても

この概念について考えているとき，ふと私が学生

の頃に出会った数学者の広中平祐博士（1970年,

「複素多様の特異点に関する研究」でノーベル賞に

値するほどの権威あるフィールズ賞受賞）を思い起

こし，当時の講演会では「学問のよろこび」と題し

て学問探究と発見の喜びについて語られ，私はその

お話に魅了され，「数学って人間にどのように役立

つのですか」と唐突な質問を投げかけたことを記憶

しています。広中氏はニッコリと頬笑みながら「こ

の場で一言では語れないほど奥の深いものです。皆

さんは与えられた数学の問題を解く立場だけど，僕

のような数学者は問題を作る立場です。しかし，そ

の何れもが論理性を作用させなければ問題に対処で

きないのです。このことは同時に人生にかかわる大

きな問そのものなのです。だから人間が働いて生き

ていくときに論理的思考はとても大事になってくる

のです。」という答でした。当時の私にはその意味

の深さを理解することはできませんでしたが，私な

りに数学の役割について認識しました。広中氏の論

理性の作用は手続きを踏んで解を導く思考過程とい

う理解ができ，意味生成を為すキャリア・デザイン

と重なります。現代のように混沌とした様相になれ

ばなるほど論理的デザインの有意性を感じます。キ

ャリア・デザインは，「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＝道標探索活動」ということにな

ります。既に高校や大学ではキャリア教育が授業の

中や就職指導に取り入れられ，将来社会に出て適応

していくための「生きる力」を育てる職業観教育が

なされています。こうした生涯での生き方・働き方

を問い続けるキャリア・デザインはこれからの時流

において非常に重要です。つまり，進路計画を立て

自己決定し自分の人生を創り出す（切り開く）個人

戦略という活動を，キャリア・デザインという「道

標」に沿って進めていきます。とはいってもそう簡

単なものではありません。なぜなら自らの人生をデ

ザインする過程（行為）には心的エネルギー（心の

印象的でした。これから社会に出てどう生きてい

くのか，考えるヒントを聞けたように思います。

健全性，信条・信念等），身体的健康，能力・技能，

人間性，人間関係，人生哲学，学習，環境把握など

の諸力が伴い，それらを集積させた総合力が求めら

れるからです。このことは他者の問題ではなく基本

は主体となる自己にあります。「自分が自分をどう

するかを建設的に考える自己」を見出すことにキャ

リア・デザインの意図があるのです。「自分にでき

ることは何か」「自分は何がやりたいのか」「自分は

何をやることに価値を感じるのか」「何をしている

ときに効力感や有能感を感じられるのか」というよ

うに，「自分を知る」自己概念の探求や「自分の将

来を描く」ための手がかりがキャリア･デザイン概

念には潜んでおり，「主体的・自律的に生きる自分」

について考えさせてくれるでしょう。

ところで，キャリアというのは「予期しない偶然

の出来事」であるため，仮に将来の目標を定めても

道のりを計画通りにつくり出せるとは限りません。

まして10年・20年後といった中・長期の先行き不透

明なものを操作することなど非常に至難です。だか

らといって「成り行き的キャリア」で良いはずはあ

りません。そこで，短期集中型のキャリア・デザイ

ンという考え方があります。それを「節目（転機）の

キャリア・デザイン」といい，キャリアの節目（転

機）と感じるその瞬時をデザインしていく様です。

系譜ではキャリア・トランジションといい，研究者

のシュロスバーグ（N.K.Schlosberg）により示されて

います。①大きな方向感覚をもち，②節目だけはし

っかりデザインし，③その時，力強く主体的に行動

し，④偶然の出会い（一期一会）や出来事を大切に

する，というデザインの観点です。そして，節目を

越えてデザイン化していく時，乗り切るための四つ

の資源（4S）が重要となります。①状況（Situation）

②自分（Self）・③周囲の支援（Support）・④戦略

（Strategies）がそれです。私たちは自分の「状況」

を理解し周りの人々と「支援」を授受し合いながら

「自分」の「戦略」を実現していけるよう，地歩を

一歩一歩固めていきたいものです。

キャリア・デザインの考え方

医療秘書学科　教授　今　林　宏　典

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

・
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ラグビーは身近なスポーツではないので，ルール

が難しいという声をよく耳にします。よくトライし

た人が格好いいと思われがちですが，トライにつな

がるまでに多くのプレーヤーが体を張っています。

ラグビーは15人で行うスポーツです。トライゾー

ンに向って15人で守っていきます。いわば，陣地の

取り合いです。グラウンドには両チームあわせて30

人もの人がいます。それだけ多くの人数がいるので，

１人でトライゾーンまで行くのは，至難の技です。

そのため，15人全員が体を張ってディフェンスにブ

チ当たり，相手の数を減らしながらトライゾーンま

で攻めていきます。両チーム体を張って相手に立ち

向かっていくため，グラウンドでは体と体のぶつか

り合いが繰り広げられています。

私達のチームモットーは「One for All, All for

One―１人のプレーはみんなのために，チームの

プレーは１人のために」です。恐れを知らないプレ

ーは，チームに対する献身的な行為です。

ゲームは激しい肉弾戦となるため，プレーヤーが

エキサイトすることも多いですが，その中で冷静さ

を保ち，勝利に突き進むにはチームの結束力が欠か

せません。そしてその結束力はプレーヤーたちの犠

牲的精神があってこそ生まれます。ひとつのトライ

は献身の賜物です。そんな独特の雰囲気に浸れるス

ポーツはラグビーだけだと感じています。

私は茶道を通じて“人を招く姿勢”というものを

学ぶことができました。それを最も感じたのが，文

化祭でのお茶会でした。

お茶会ではお点前をする人と，それを補助し，道

具の説明などを行う半東という役の人がいます。私

は話すことが好きなので，軽い気持ちで後者をする

ことに決めました。しかし，いざやってみると，お

点前やお客様の様子を見て，それに応じた判断が必

要であり，自分が思っていた以上に難しいものでし

た。だからといって，それにばかり気を取られてし

まうと，顔が強張ってしまい，お客様に嫌な思いを

させてしまいます。喜んでもらうことを第１に考え

ているのに，これでは意味がありません。この経験

を通して，人を招き，喜んでもらうことの難しさを

改めて感じました。それと同時に，部員一同力を合

わせて，１つのものを達成する充実感や喜んでもら

えたという満足感も味わうことができました。お茶

会が終わった後の充実感は，今思い出しても胸がい

っぱいになります。

私はお点前に関してはまだまだ未熟ですが，それ

でも今までの稽古を通して多くのことを学ぶことが

できました。そのうちの１つが“人を招く姿勢”で

あり，それは今までの私には無かったものです。こ

れからもこの姿勢を大切にし，大きな糧として自分

を成長させていきたいと思います。

人を招く姿勢
茶道部『大和』

感覚矯正学科３年　中家
なかいえ

未乃里
み の り

One for All, All for One
ラグビー部

健康体育学科３年　玉井
たまい

寛之
ひろゆき
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12月23日日曜日午前１時30分，夫と２人今年最後

の釣りを楽しむために宇和島に向かった。

私が初めて筏釣りに挑戦した６年前。仕掛けも餌

も夫任せで，ただ竿を握っているだけのお姫様釣り

で，25～30㎝の鰈を７枚も釣り上げ，すっかりはま

ってしまった。以来，年に３～４回のペースで夫の

釣りに同行し，去年は48.5㎝のチヌ，今年の夏は49㎝

の真鯛を釣り上げるまでになった。（しっかり自慢

してます！）

今回は，竿を出した途端，25㎝前後の鯵，40㎝級

のグレを次々ゲット。ルンルン気分でいたら，急に

当りが取れなくなった。隣から「合わせが早すぎる」

「遅れた！」「竿先がしっかり沈むまで待て」という

夫の声がうるさい。イライラするとますます合わず，

だんだん無口に……すると「最初は合っていたのだ

から，そのタイミングを思い出せば必ず釣れる」と

ぼそっとつぶやく声。その一言で，竿の動きでなく

夫の声（批判に聞こえた）にチューニングを合わせ

ていた自分に気づいた。以前の私は釣れなくても，

夫婦水入らず，波に揺られる筏の上で潮風に吹かれ

ながら，どこまでも青い空と海を眺めて幸せだった

のに，いつの間にか釣り上げることに飲み込まれて

いた。

人生も同じこと。ひたすら成果を追いかけるうち

に目標を見失うことがある。時々頭を起こして，自

分が人生に何を求めてその道に踏み入ったのか，海

を眺めるように見渡すことが大切だと思う。

釣りのススメ
保健看護学科　教授 定　金　敬　子

ご趣味は何ですか？

健康体育実技の授業を通して

医療秘書学科　教授 中　村　健　壽

健康体育学科　助教 桃　原　　　司

初対面の人との対話で，「ところで，ご趣味は？」

とお互いの趣味に及ぶことがままあります。

私はこのような問いかけをされるとき，「そうで

すね，下手な絵を描く程度です」と答えます。そう

すると，「そうですか。それはよいご趣味ですね。

どのような絵を描かれるのですか」などというよう

に話が展開することがよくあります。

ところがその後に，｢もう１つ趣味らしきものが

あるのです」と付け加えると，「何ですか」と好奇

心の塊のような表情で問いかけられます。「実は，

包丁などを研ぐことです」と答えると，「包丁を研

ぐことですか。へぇー。そうですか……。それはそ

れは……」。多くの場合，それで会話は途絶えてし

まうのです。きっと幽玄の世界の趣味が飛び出すの

ではないかと期待されていたのでしょう。

今まで誰一人として，「よいご趣味ですね」と言

ってくれた人はいません。同じ趣味でも，絵を描く

ことと包丁を研ぐということでは，相手の反応がこ

のように違うのです。なぜなのでしょうか。

そのようなことを思っているとき，向田邦子の

「大根の月」という短編を読みました。お姑さんに

対して意地を張り，懸命に包丁を研ぎ，その包丁で

誤ってわが子の指を切り落とした女性の話です。

どうやら包丁を研ぐということは，このような暗

い，おどろおどろしい話を連想させるのかもしれな

いと思うようになりました。以来，「もう１つの趣

味」のことは，極力口にしないようにしています。

まさに，他人様には言わない密かな趣味となってい

ます。

ところで，あなたのご趣味は何ですか？

健康体育実技の授業を行う上で常に考えているこ

とは，「学生にとって少しでも身体を動かすきっか

けになれば」ということである。しかし，身体を動

かすことが好きな私が，そうでない学生らの気持ち

を十分理解した上で指導できているかについては，

いつも自問自答を繰り返している。

私自身の過去を振り返ると，必ずしも運動・スポ

ーツが得意であったわけではない。私は，幼少の頃

から肥満傾向にあり，定期健診の体重測定が苦痛で

たまらなかった。また，肥満傾向にあったため器械

運動の中でも特に跳び箱が苦手だった。

しかし，小学校４年生のある日，四段の跳び箱を

跳ぶことができたことを機に自信がつき，その後，

運動・スポーツにのめり込んでいくようになった。

今思えば，あの時の成功体験（感動）がなければ，

体育の道に進んでいなかったかもしれない。

健康体育実技の授業では，筋力トレーニングやエ

アロビクス，バレーボール，バドミントンなどを行

っている。なかには身体を動かすことが嫌い，ある

いは苦手とする学生も多数いるであろう。しかし，

まずは授業を通して身体を動かし，自分に合った運

動･スポーツをみつけ「身体を動かし，汗をかく喜

び」を是非とも体感して欲しい。
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キャンパス・トピックス 

功　労　賞
個人の部 小　原　早　智（学友会役員）

住　谷　大　輔（学友会役員）

山　下　直　哉（学友会役員）

福　島　穂　高（学友会役員）

糸　井　裕　美（学友会役員）

森　川　正　規（トライアスロン部）

鈴　木　迪　子（トライアスロン部）

齋　藤　真里枝（水泳部）

穐　田　知　里（水泳部）

吉　田　由美子（水泳部）

吉　田　智　恵（水泳部）

門　田　　　紘（水泳部）

小　倉　将　弘（水泳部）

福　田　紗　代（陸上競技部）

土　井　宏　美（陸上競技部）

濱　本　茉　菜（陸上競技部）

竹　中　　　健（軟式野球部）

信　江　優　志（軟式野球部）

山　崎　孝　洋（軟式野球部）

松　繁　智　恵（陸上競技部）

上　野　秀　二（陸上競技部）

松　野　奈都美（陸上競技部）

山　本　真　帆（陸上競技部）

橋　本　真　実（陸上競技部）

広　田　和　哉（陸上競技部）

岡　元　美沙子（バドミントン部）

池　田　茉　以（少林寺拳法部）

森　　　祐　子（少林寺拳法部）

中　西　良　和（医療情報学科）

団体の部 学友会執行委員会

学友会代議員会

学園祭実行委員会

チアリーディング部SMILES

軟式野球部

女子ラクロス部

吹奏楽部ハートフルウィンズ

ラグビー部

水泳部

ボランティアクラブ　ワンピース

倉敷子ども健やか教室「マスカっち」

ボランティアサークル　あゆぐみ

※功労賞を受賞した上記団体の業績達成に貢献した個人

（195名）には，表彰状と記念品が贈られた。

平成19年度功労賞表彰式
平成20年１月23日d15時30分より平成19年度功労

賞表彰式が，川c祐宣記念講堂において開催されま

した。功労賞は，課外活動や社会活動等で顕著な業

績をあげ，本学の声望を高め，他の学生の模範とす

る行動のあった個人・団体に，学長から記念品とと

もに授与されます。平成19年度は，個人29名と12団

体（功労団体の業績に貢献した個人には表彰状と記

念品）に贈られました。

個人の部と団体の部に分けて表彰が行われ，受賞

者の皆さんは，三百余名の先輩・後輩・仲間に讃え

られ，誇らしげに功労賞を授与されました。

表彰の後，岡田学長よりお祝いの言葉が贈られ，

また，各受賞者・受賞団体によるパフォーマンスで

表彰式を盛り上げていただきました。

表彰式終了後，厚生棟レストランにて祝賀会を行

い，喜びを分かち合うとともに，来年度の健闘を誓

いました。
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キャンパス・トピックス 

【個人の部】 

所　　　属 氏　　名 大 会 名 成　　　績 

トライアスロン部 

水 泳 部 

陸 上 競 技 部 

バドミントン部 

齋藤真里枝 

穐田　知里 

吉田由美子 

森川　正規 

松繁　智恵 

鈴木　迪子 

少 林 寺 拳 法 部 

上野　秀二 

松野奈都美 

山本　真帆 

橋本　真実 

広田　和哉 

池田　茉以 

森　　祐子 

門田　　紘 

吉田　智恵 

小倉　将弘 

福田　紗代 

土井　宏美 

濱本　茉菜 

岡元美沙子 

日本学生トライアスロン選手権大会　出場 

日本学生トライアスロン選手権大会　出場 

第38回中国四国学生選手権水泳競技大会 

第82回日本学生選手権水泳競技大会 

第62回国民体育大会水泳競技大会 

第42回中国四国学生水泳選手権大会 

第16回中国四国医系水泳大会 

第16回中国四国医系水泳大会 

第42回中国四国学生水泳選手権大会 

第16回中国四国医系水泳大会 

第38回中国四国学生選手権水泳競技大会 

第42回中国四国学生水泳選手権大会 

第16回中国四国医系水泳大会 

第42回中国四国学生水泳選手権大会 

第16回中国四国医系水泳大会 

第61回中国四国学生陸上競技対抗選手権大会 

天皇賜杯第76回日本学生陸上競技対抗選手権大会 

第30回中国四国学生陸上競技選手権大会 

第５回全日本大学女子選抜駅伝競走 

第30回中国四国学生陸上競技選手権大会 

第５回全日本大学女子選抜駅伝競走 

第61回中国四国学生陸上競技対抗選手権大会 

第61回中国四国学生陸上競技対抗選手権大会 

第61回中国四国学生陸上競技対抗選手権大会 

第30回中国四国学生陸上競技選手権大会 

第30回中国四国学生陸上競技選手権大会 

第30回中国四国学生陸上競技選手権大会 

第30回中国四国学生陸上競技選手権大会 

第46回中国・四国・九州学生バドミントン選手権大会 

岡山県少林寺拳法岡山県大会 

岡山県少林寺拳法岡山県大会 

出場 

出場 

50m自由形 

100m自由形 

第１位 

第１位 

出場 

出場 

200ｍ個人メドレー 

 

 

第１位 

50ｍ平泳ぎ 

100ｍ平泳ぎ 

第１位 

第１位 

400ｍ自由形 

200ｍ自由形 

第３位 

第２位 

50ｍ自由形 

50ｍバタフライ 

第２位 

第２位 

400ｍ自由形 第３位 

200ｍバタフライ 

400ｍ個人メドレー 

第３位 

第３位 

100ｍ自由形 第２位 

出場 

1,500ｍ 

 

第４位 

800ｍ 第６位 

800ｍ 

三段跳 

10,000ｍ 

七種競技 

100H 

100ｍ 

第８位 

第６位 

第６位 

第３位 

第４位 

第８位 

女子初段の部 

女子初段の部 

優秀賞 

優秀賞 

100ｍ平泳ぎ 

200ｍ個人メドレー 

第１位 

第１位 

50m自由形 

100m自由形 

第１位 

第１位 

1,500ｍ 

5,000ｍ 

第２位 

第１位 

中国四国学連選抜 

チームメンバー　選出 

800ｍ 

1,500ｍ 

第２位 

第２位 

中国四国学連選抜 

チームメンバー　選出 

女子シングルス 

Ｂクラス 

 

準優勝 

平成19年度対外試合等の主な成績
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平成19年度対外試合等の主な成績
【団体の部】 

所　　　属 大 会 名 成　　　績 

チアリーディング部 

SMILES

軟 式 野 球 部 

水 泳 部 

吹 奏 楽 部 

ハートフルウィンズ 

第30回全日本学生軟式野球選手権大会 

Japan Cup 2007 チアリーディング日本選手権大会 

第42回中国四国学生水泳選手権大会 

第38回中国四国学生選手権水泳競技大会 

全日本吹奏楽コンクール全国大会 

女 子 ラ ク ロ ス 部 

ラ グ ビ ー 部 

第18回ラクロス全日本選手権 

第28回中国学生ラグビー大会 

出場 

出場 

女子総合 

女子200ｍリレー 

出場 

出場 

準優勝 

女子200ｍリレー 

女子400ｍリレー 

第２位 

第２位 

第３位 

第３位 

キャンパス・トピックス 

第18回学内献血実施

川崎医療福祉大学学生赤十字奉仕団R. C. Y. Will

主催による，恒例の学内献血が，平成19年12月７日f

に実施されました。この献血は，将来医療・福祉に

携わる医福大生の献血意識の高揚を図るとともに，

ボランティア実践の機会を提供し，また，自己の健

康管理の充実・改善のきっかけづくりを目的として

います。

今回は173名の方々にご協力いただき，内105名が

献血を行いました。200p献血者が18名，400p献血

者が87名でした。68名は血液の比重不足，服薬，細

血管，体調不良等の理由で採血が見送られました。

川崎医療福祉大学
学生赤十字奉仕団R. C. Y. Will

医療福祉学科２年　福田
ふくだ

美沙子
み さ こ

採血が見送られた方は事前検査の結果を自己の健康

管理を見直すきっかけとして役立ててください。

献血はとても身近なボランティアだと思います。

実際に施設に訪問したり，病院に行くのも大切なボ

ランティアですが，献血も非常に大切だと思います。

人の役に立てていると実感する事ができるので，ボ

ランティアの価値・意味を見い出せるのではないか

と思います。ほんの少しの勇気で，全国で血液を必

要としている人々の力になれるのです。

学内献血は，例年，春と冬の年２回の実施を予定

しています。ぜひみなさん参加してください。みん

なで困っている人の力になりましょう!!
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¡ 初の「学生選書ツアー」実施！

本学図書館では，2007年12月１日g午後，岡山市

内の書店の協力を

得て「学生選書ツ

アー」を初めて実

施しました。「学

生選書ツアー」と

は，図書館に配架

する図書を学生の

皆さんの視点から

選んでもらうとい

う企画で，学生参

加の図書館創りの

一環として，岡山

大学，神戸学院大

学他，多くの大学図書館で実施しています。

この日は，応募した学生10名が，３時間近くかけ

て熱心に約80冊の図書を選書しました。参加した学

生からは，また同じような企画をしてもらいたいと

大変好評でした。

¡ 図書館の取り組みがテレビで紹介されました！

本学図書館の企画「図書館ポスターコンテスト」

と「学生選書ツアー」が，2007年12月12日d，テレ

ビせとうち　ザニュースTSC 午後５時15分～30

分の番組の中で，岡山大学とともに「変わる大学図

書館」と題して放映されました。これからも学生に

利用される図書館を目指してさまざまな取り組みを

していきたいと思います。

キャンパス・トピックス 

図書館だより 

選　定　本

卒業論文題目集発行
平成19年12月11日c～12月14日f（一部学科は別

日程）に提出された本年度卒業論文の題目集を３月

14日fの卒業証書・学位記授与式にあわせて発行い

たします。

この題目集は、情報交換と後輩達の研究の参考に

してもらうというねらいで毎年発行しているもので

す。

3年生保護者対象
「第2回保護者就職懇談会」
開催について（予告）

昨年11月17日gに開催された，「第１回保護者就

職懇談会」（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，医療情報学科）の６

学科に引き続き，この度，「第２回保護者就職懇談

会」を下記日程で開催いたします。

今回は，保健看護，感覚矯正（視能・言語），健

康体育，臨床栄養，リハビリテーション（理学療

法・作業療法）の５学科を対象とし，各学科の担当

教員が，ご子弟の進路にかかわる相談を行います。

保護者の皆様のご参加をお待ちしています。

≪実施要領≫

１．開催日時：平成20年３月１日g

13：30～16：00

２．開催場所：川崎医療福祉大学２Fロビーで受付

後，各学科指定の教室で開催いたし

ます。

※案内状は封書で１月下旬に発送予定です。

※返信締切日は２月15日fとします。

※問合せ先は，就職支援センターまでお願いいたし

ます（直通電話086－464－1007）。
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１．日　　　時：平成20年３月14日f10：00～

（受付８：30～９：40）

２．会　　　場：総合体育館

３．出席対象者：平成19年度卒業生およびその保護

者，教職員

※なお，卒業生の当日の集合場所・時間などの

詳細については，後日学生掲示板に掲

示いたします。

式終了後，学生ロッカー鍵を返却してもらいます

ので，忘れないように持参してください。

平成19年度
卒業証書・学位記授与式（案内）

学　　科 日　　時 場　　　所 

医療福祉学科 

臨床心理学科 

保健看護学科 

医 療 福 祉 

マネジメント学科 

医療福祉環境 

デザイン学科 

医療情報学科 

感覚矯正学科 

健康体育学科 

臨床栄養学科 

リハビリテー 

ション学科 

３月14日f 

18：30～ 

３月14日f 

18：00～ 

３月14日f 

18：00～ 

３月14日f 

18：00～ 

３月14日f 

18：00～ 

３月14日f 

18：00～ 

３月14日f 

18：30～ 

３月14日f 

18：50～ 

３月14日f 

19：00～ 

３月14日f 

19：00～ 

ホテルグランヴィア岡山 

岡山市駅元町 

ホテルグランヴィア岡山 

岡山市駅元町 

ホテルグランヴィア岡山 

岡山市駅元町 

ホテルグランヴィア岡山 

岡山市駅元町 

岡山全日空ホテル 

岡山市駅元町 

岡山全日空ホテル 

岡山市駅元町 

岡山全日空ホテル 

岡山市駅元町 

ホテルグランヴィア岡山 

岡山市駅元町 

ラヴィール岡山 

岡山市駅元町 

THE MAGRITTE 

岡山市丸の内 

平成19年度謝恩会日程

社 会 福 祉 士 

精神保健福祉士 

種　　類 

保 健 師 

看 護 師 

視 能 訓 練 士 

言 語 聴 覚 士 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

管 理 栄 養 士 

Ｈ20.１.27a

Ｈ20.１.26g 
及び１.27a

試 験 日 

Ｈ20.２.22f

Ｈ20.２.24a

Ｈ20.２.28e

Ｈ20.２.16g

Ｈ20.３.２a 
及び３.３b

Ｈ20.３.23a 
（本学を会場として使用） 

Ｈ20.３.31b

合格発表 

Ｈ20.３.26d

Ｈ20.４.４f

Ｈ20.３.31b

Ｈ20.４.７b

Ｈ20.５.８e

平成19年度国家試験日程 川崎医療福祉学会への入会案内
―卒業生・大学院生へ―

川崎医療福祉学会は，「医療福祉に関する学術の

向上発展と，会員相互の学問的交流，並びに医療福

祉学の普及を図る」ことを目的としています。

この分野の学会は全国的にも珍しく，川崎医療福

祉学会誌は，和文誌，英文誌とも国際登録され，さ

らに英文誌は「Chemical Abstracts」に収録されて

おり，また米国の医学図書館にも収蔵され，広く活

用されています。

学会員になると学会誌に投稿ができるとともに，

研究集会へ参加し，発表することもできます。研究

集会は年２回開催され，活況裡に発表されています。

さらに，学会の行う講演会の案内もいたします。

医療福祉に関する学術の向上発展と，その普及並

びに，会員相互の学問的交流を図るため，幅広い会

員を募集しています。とくに若い皆さんの入会を願

っています。

本会に入会を希望される方は，入会届を提出

し，平成20年度会費6,000円（大学院生は3,000

円・学生証の提示が必要）を納入して下さい。

お問い合わせは，学会事務局（医福大９階中央

教員秘書室）までご連絡ください。

電話：086－464－1009（内線54995・54996）

キャンパスインフォメーション 
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キャンパスインフォメーション 

卒業アルバム発行について
卒業アルバム委員会

４年次生の皆さん，卒業間近となりました。卒業

アルバム委員会では，卒業アルバム制作の最後の追

い込み中です。

今年度の卒業アルバムの概要は，下記のとおりです。

関係者の皆様には，ご協力ありがとうございました。

記

規　　格 Ｂ４版（変形），頁数約100頁

写真仕上 全てプレスコート（カラー）

発　　行 平成20年10月中旬（郵送となります）

金　　額 17,000円（郵送料込み）

取扱い先 卒業アルバム委員会

問合せ先 事務部学生課

Tel 086－462－1111（内線54229）

編集内容 １．アクセス的大学風景写真

２．沿革

３．名誉理事長，理事長，学長，副学長，

教職員及び卒業生顔写真

４．各学科及びクラス別スナップ写真

５．部・サークル活動写真

６．実習風景，授業風景等写真

ク イズ コー ナー

前回の答は，次のとおりです。

a 火事　土地　人　敵　→　ひらがなにして間

に「ん」を入れると別の言葉

s 糸　腹　釜　味噌　→　ひらがなにして濁点

をつけると別の言葉

d 白　米　車　告　兆　→　「しんにゅう」を

つけると別の漢字

f 貝　板　夏　罪　北　→　ひらがなにして反

対から読むと別の言葉

g 情け　額　追加　不仲　→　ひらがなにする

と魚の名前がある

今回の問題は，幾何に近い問題です。

次の９個の点のうちの３点を通る直線は縦d・横

d・斜めsで合計８本あります。点を２つ動かして

３点を通る直線を10本にしなさい。方法は２通りあ

ります。

ヒントは２つの点を，左右または上下対称に動か

すことです。

正解した方に抽選で，粗品を進呈します。

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

平成19年度学友会後期総会
平成20年度執行委員長選挙
平成19年度学友会後期総会が，1月23日d14時30

分から川c祐宣記念講堂で，学生1,400名（委任状

提出者数918名を含む）及び関係教職員が出席し，

開催されました。

開会にあたり，長尾憲樹学生部長よりご挨拶いた

だき，代議員会河崎匠議長のもと進行されました。

今回の議題は下記のとおりです。

１．女子ソフトボール部バックネット購入について

２．硬式テニス部テント修理，備品の管理について

３．学友会　パソコン購入について

４．学生意見ポスト設置について

５．その他

上記について，各関係代表者より詳細な説明がな

され，賛成多数により承認されました。

総会に引き続き，執行委員長選挙が行われました。

１名の立候補者があり，信任投票の結果，医療秘書

学科杉本麻衣さんが平成20年度学友会執行委員長に

信任されました。

医療福祉学科４年
山西一史さん

正解者
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キャンパスインフォメーション 

学会等開催〔予告〕
２月23～４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お

よび委員会

２月24日 岡山県臨床心理士会平成19年

度相互研修会

２月24日 リーダーシップトレーニング

セミナー

２月23～27日 平成19年度元気寿命プログラ

ム指導者養成講習会

２月25日 セミナーＡ（自閉症勉強会）

３月７日 消化管エコー研究会

３月７～８日 平成19年度高次能障害支援

ネットワーク研修会

３月８日 第27回食事療法学会

３月21日 第114回臨床栄養研究会

３月22～23日 TEACCHモデル実践報告会

３月23日 第22回管理栄養士国家試験

人 事 異 動
《採　　　用》

平成19年12月１日付

山田　了士 臨床心理学科教授

《退　　　職》

平成19年12月31日付

Paul Kohl 医療情報学科教授

《配　置　換》

平成19年12月３日付

平松沙友里 （新）事務局総務部職員課事務員

（旧）医福大庶務課事務員

平成20年１月９日付

花房　貴代 （新）就職課事務員

（旧）教育研究支援センター事務員

大 学 行 事
２月22日 大学院入試（修士２期・博士

後期２期）

２月22日 編入学試験（２次募集）

２月28日 大学院入試（修士２期・博士

後期２期）合格発表

２月28日 編入学試験（２次募集）合格

発表

２月29日～３月７日 一般入試後期願書受付

２月29日～３月７日 大学院入試（修士２期・博士

後期２期）入学手続

２月29日～３月７日 編入学試験（２次募集）入学

手続

３月14日 卒業証書・学位記授与式

３月14日 大学院）学位記授与式

３月16日 一般入試後期

３月19日 一般入試後期合格発表

３月20日 第５回オープンキャンパス

３月21～26日 一般入試後期入学手続

３月21～31日 学部・大学院）春季休業

３月24～31日 在学生ガイダンス

３月31日 退職者辞令交付式

３月31日 入学辞退締切日

４月２日 入学宣誓式

４月３日 学部）春学期授業開始

（在学生）

４月３～７日 新入生オリエンテーション

４月８日 学部）春学期授業開始

（新入生）

４月９日 大学院）入学式・オリエン

テーション

４月10日 大学院）春学期授業開始

４月14日～18日 大学院）履修登録

室 編 集 

¡生命の息吹を感じる春がやってきました。卒業式はそれぞれの学びを終え，実社会へ巣立ち行く皆

さんにとって，行く道は違っても新たな道の始まりです。

¡卒業にあたり，皆さんが本学に入学された時のことをあらためて思い出していただきたいと思いま

す。入学時，すべての人々が幸せに，そして輝いて生きることができる社会の創造に貢献できる専

門職になるという思いがあったと思います。この動機をいつまでも忘れず，使命感を持ってご活躍

されますようお祈りいたします。
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