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１）わが国の助産師
　「助産師」とは「厚生労働大臣の免許を受けて，
助産又は妊婦，じょく婦若しくは新生児の保健指導
を行うことを業とする女子」と保健師助産師看護師
法第３条に規定されています。助産師は，女性の妊
娠，出産，産褥の各時期に必要なケアや保健指導を
行い，新生児及び乳児のケアを行います。助産は人
が親になり家族を作る過程に付きそい，次世代育成
にかかわる仕事です。助産師には高度な知識だけで
はなく，熟練した技術，豊かな人間性が求
められます。

２）日本の助産師教育
　日本国内において平成18年末現在で就業
している助産師の総数は25,777人と絶対的
に不足し，今後多くの助産師を養成するこ
とは日本全体の課題となっています（図１）。

　助産師の養成教育は，厚生労働大臣より
指定を受けた看護系大学や専門学校で行わ
れ，看護系大学在学中の４年間の中に組み
込まれるケースと，１年間の専門教育が行われてい
るケースが主にあります（図２）。しかし，少子社
会の到来で分娩数が激減した中，大学における助産
師養成は時
間的な制約
が 大 き く，
十分な知識
や助産技術
が習得でき
という問題
が指摘され
ています。

３）本学の助産学教育の概要
　助産師の養成を開始することは国家的課題でもあ
り，本学においても，４年生大学に組み込むこと

や，専攻科を開設し１年間の助産師教育を行うこと
を検討してきました。しかし，分娩介助は医師の立
ち会いがなく助産師のみが関わることもあり，助産
師には高度な専門的知識と熟練した技術が求められ
ます。そのため本学は大学院修士課程で助産学教育
を行うことを選択しました。
　文科省の審査では数々の難関が待ち受けていまし
たが，この度無事認可を受けることができました。
平成21年度４月から大学院医療福祉学研究科保健看

護学専攻に「助産学コース」を開設します。
本コースでは，保健看護学専攻修了のため
の32単位の科目と，修士論文に加え，基礎
助産学，助産技術診断学，地域母子保健学，
助産管理学，助産学実習などの科目，合
計23単位を習得しなければなりません（表
１）。多くの科目を履修し修士論文を作成
しますが，中でも助産学実習には10例以上
の分娩介助が厳しく義務づけられています。

　修士の学位を取得し国家試験に合格し，尚かつ豊
かな人間性を育む必要があり，大学院生には，講義，
演習，実習とハードな学校生活が待ち受けています。
21世紀の日本の助産学をリードする人材を育成する
ためには，大学にも多くの難関をクリアし数多く努
力することが求められます。教員間のネットワーク
を密にしながら手厚い教育を行い，実績を積み重ね
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

高　等　学　校
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図２　日本の「助産師教育」
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一般寄稿

科　　　目　　　名
助産師国試受験必須科目（単位数） 保健看護学専攻開講科目（単位数）
基礎助産学特論⑵
周産期学特論⑵
リプロダクティブ・ヘルス特論⑵
妊娠期助産診断・技術学演習⑴
分娩期助産診断・技術学演習⑵
産褥期助産診断・技術学演習⑴
周産期救急医学特論⑴
新生児医学特論⑴
地域母子保健学特論⑴
助産業務管理学特論⑴
助産学実習⑼

看護研究方法論⑵
看護理論⑵
看護と倫理⑵
看護管理特論⑵
家族看護学特論⑵
国際看護研究特論⑵
医療福祉学特論⑵
医療福祉制度特論⑵
保健看護調査特論⑵
生涯看護学特論Ⅰ⑵
生涯看護学特論Ⅱ⑵
母性看護学特論Ⅰ⑵
母性看護学特論Ⅱ⑵
小児看護学特論Ⅰ⑵
小児看護学特論Ⅱ⑵
思春期健康看護学特論Ⅰ⑵
思春期健康看護学特論Ⅱ⑵
成人・高齢者看護学特論Ⅰ⑵
成人・高齢者看護学特論Ⅱ⑵
地域・学校看護学特論Ⅰ⑵
地域・学校看護学特論Ⅱ⑵
地域・健康教育学特論Ⅰ⑵
地域・健康教育学特論Ⅱ⑵
地域・在宅看護学特論Ⅰ⑵
地域・在宅看護学特論Ⅱ⑵
保健看護学実習ⅠＡ⑵
保健看護学実習ⅠＢ⑵
保健看護学実習Ⅱ⑵
保健看護学特別研究Ⅰ⑵
保健看護学特別研究Ⅱ⑵

23単位 32単位以上
計55単位以上

修士論文

表１　医療福祉学研究科保健看護学専攻助産学コース授業科目

※修了要件：助産師国家試験受験のための11科目23単位とその
他の科目32単位以上を習得し修士論文に合格する。

図１



（ 3 ）

夏休み活動トピックス
医療福祉学科の夏〜医療福祉現場実習〜

医療福祉学科　准教授　竹中麻由美
　学生生活最後の夏休み，「医療福祉現場実習」を
選択した４年次生は約２週間の現場実習を行いま
す。就職活動，卒業論文作成，国家試験の受験勉強
そして現場実習と，慌ただしく，そして決して忘れ
ることのできない充実した夏休みとなります。
　医療福祉学科は，「保健・医療・福祉をつなぐソ
ーシャルワーカーの養成」を目指しています。その
ため社会福祉士受験資格取得科目以外に，保健・医
療に必要な医学関連科目も充実しており，福祉専門
職にとって必要な医学知識を深く学ぶことができま
す。２年次からの事前学習に続いて３年次の夏休み
に社会福祉士実習を行い，４年次には精神保健福祉
士実習，教育実習，そして医療機関での「医療福祉
現場実習」を行います。
　３年次秋学期からは社会福祉士実習の振り返りと
平行して「医療福祉現場実習」の授業が始まります。
事例検討やロールプレイ，記録作成演習などを通じ
て，現場でソーシャルワーカーとして勤務する非常
勤講師の指導など，実習に向けて事前学習を重ねます。
　夏の盛りの実習訪問は身体的に辛い業務ですが，
医療機関でソーシャルワーカーとして勤務していた
教員にとっては，現場を訪問する貴重な機会であり
大きな楽しみです。学生は，事前学習の内容を実践
で深く理解し身につけることを体感し，積極的に実
習に取り組んでいます。「こんなことを学びました。」

「こんなことがわかりました。」と活き活きと語る彼
らの姿に，学生を育てて下さる“現場の力”の偉大
さを感じます。そして実習訪問は，ソーシャルワー
カーたちの熱い想いにふれることができる時間でも
あります。医療の効率的・効果的機能が求められる
時代の趨勢の中で，患者の権利を守り患者の自己決
定・自立を支援しようと奮闘しているソーシャルワ
ーカーの姿に出会う時，卒業生がこんなソーシャル
ワーカーになってくれればと願わずにはいられません。
　「医療福祉現場実習」を終えた学生達の多くは，
保健医療機関のソーシャルワーカーとして就職しま
す。卒業と同時に“教員と学生”という関係は終結し，

“社会福祉の専門職仲間”としての，新たな永い関
係が始まります。現場実習は大学と現場をつなぐ機
会であり，つまりは大学とクライエントをつなぐ機
会です。学生たちの先にクライエントの存在を常に
意識しながら，教育という手段を通じて社会へ貢献
していきたいと考えています。

臨床心理学科平成20年度 
公開セミナーを開催

臨床心理学科　准教授　進藤　貴子

　生理心理学と睡眠学を専門とする本学科保野孝弘
教授は，数年前より県内各地の小学校で睡眠・食事
と生活リズムについての授業を重ね，「早ね早おき
朝ごはん」運動を推進してきた功績によって，今年，
福武教育文化振興財団の「谷口澄夫教育奨励賞」を
受賞された。
　その保野教授による，幼児・児童の眠り習慣と健
康に関する学科公開セミナーは，昨年度も好評のう
ちに２度開催された。そのうち特に小学校での指導
案作成のセミナーは人気が高く，続けての開催が待
たれていた。そこで，今年度は対象者を小学校教諭
に絞り，７月19日㈯と８月２日㈯の２回，生活習慣
についての授業を小学生に向けていかにおこなうか
をテーマとして，「子どもの眠りと健康講座」をお
こなった。
　具体的には，ある小学校３年生のクラスでおこな
った生活習慣についての授業のVTRを題材として，
この授業の改善点が議論された。小３という発達段
階では情報量が多すぎては理解困難，少数の概念に
絞って重点的に伝えようといった意見や，ノートを
とることによる理解の定着を目指した板書とパワー
ポイントの使い分けに関する議論，睡眠習慣につい
て実際にどのような工夫・努力ができそうかと児童
に問いかけることで，実生活への知識の定着を狙お
うといったアイディア，家族ぐるみで生活習慣改善
に取り組んでもらうことが最も困難だといった苦労
話など，具体的な意見が次々と出され，議論が深ま
った。
　本学科学生が作詞作曲した「早ね早おき朝ごは
ん」のテーマソングの紹介もあり，授業に活用でき
るパワーポイント教材もデータとして提供されるな
どし，参加者の満足度は高かった。今後いっそう多
くの小学生が，生活習慣改善についての授業を，よ
り実生活に結び付け易い形で楽しく受けることが可
能になるであろうと感じられたセミナーであった。

オーストラリア短期研修を終えて
保健看護学科　２年　松本　祐子

　２週間というオーストラリア短期研修を通して，
まず，これまで日本で過ごしてきた日常の中で，当
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たり前だと思っていたことの大切さに改めて気づか
されました。オーストラリアで働いている看護師の
方や，ホームステイ先の家族と話をした時，英語が
話せるともっと多くの人たちとコミュニケーション
が取れ，知識や人間関係がさらに広がっていくこと
に気づきました。もちろん表情や態度も大切です
が，言語を話せることはとても重要なことだと思い
ます。研修に行くまでは，英語を使えると便利だと
は思っていましたが，日本で仕事をするのだから，
日本語だけが喋れれば十分だと考えていました。し
かし，実際にオーストラリアへ行き，人々と触れ合
ってみると，「この人を理解したい」「私の考えを伝
えたい」と思うことが何度もあり，そのとき初めて，
言葉は人を喜ばせたり，励ましたり，理解しあえた
り出来るものなのだと感じました。
　また，海外から見た日本の医療・看護，日本人か
ら見た海外の医療・看護を学ぶことも出来ました。
ACUのナースラボを見学した際には，実際の患者
さんのカルテデータを入力して実習を行える人形が
あり，咳をしたり，痛みを訴えたりと人間さながら
の反応をする人形にとても驚きました。その他にも
褥瘡のある人形や出産する人形など，人形を使って
様々な実習が行えるようになっていることがわかり
ました。
　私たちが見学させていただいた私立病院は，概ね
日本と同じ様でしたが，看護師がナースキャップを
付けていない，給仕は看護師ではなく専用の人が行
うなど，日本とは違うところもあり，この相違点は，
日本とオーストラリアの考え方・体制の違いから生
まれるのだと思いました。
　日本に居ただけでは気づかなかったこと，新たな
発見，様々な人や文化と触れ合い，自分の中で，医
療に対する見方だけでなく，ものの考え方も変化し
た研修になりました。

よく遊び，ついでに学ぶ。。。
大学院　感覚矯正学専攻博士　１年　池野　雅裕

　毎年恒例の感覚矯正学科研修ツアーは今年で４回
目となり，愛・地球博，富士山，屋久島に続き，今
回は和歌山県の熊野古道を訪れた。私は，富士山，
屋久島と３回目の参加であったが，年を重ねる毎に，
充実したものとなっている。このツアーの目的は，
歴史にふれる事で，日々の勉学，卒業後の臨床業務
における志気の向上であるが，それ以外にもこのツ

アーには大きな意味があると私は思う。なにより，
教員，大学院生，学部生，さらには他学科，他大学
からの参加もあり，普段の大学生活ではなしえない
教員と学生の関係，先輩と後輩の良い関係づくりが
できるからである。
　朝７時大学に集合し，出発。車内では笑い声が絶
える事なくバスは400 ㎞の道のりを走り，白良浜海
水浴場に到着した。時折，雨が散らつく事があった
が，皆「雨なんて」と言わんばかりに海水浴を楽し
んでいた。次にバスは千畳敷に立ち寄り，一日目の
宿泊先に向かった。夜は，花火をしたり，皆で談笑
したりと長い夜を寝ずに過ごした者もいたのではな
いか。二日目は晴天に恵まれ，旅の醍醐味でもある
熊野古道を歩いた。語りべの方の話を聞きながら，
改めて歴史の深さに感銘を受け，さらには普段会話
の出来ない後輩と，卒業研究のこと，学外実習のこ
と，国家試験のことなど話し，お互い良い経験とな
ったのではないだろうか。
　全員が熊野古道を制覇し，熊野本宮大社に到着し
た頃には，日も落ちかけており，宿泊先のホテルま
では皆，熟睡だった。この夜に私は，介助なしでは
トイレに行けないくらい疲れ果ててしまった。日付
は変わって最終日，かの有名な那智の大滝，青岸渡
寺，橋杭岩，潮岬を一気に訪れるというハードスケ
ジュールであった。私は連日，連夜ハッスルしすぎ
たためか，バスでぐったりしていたが，他の面々は
現地に着くと，真っ先にバスを降り，それぞれの観
光地を満喫していた。
　その後バスは，帰路に就き，車内では恒例の一言
感想のためにマイクが回っていた。今年初めての参
加，昨年からの参加など色々であったが，皆が良い
経験，思い出作りが出来たと思ってくれていると願
いたい。

夏休み活動トピックス

橋杭岩

熊野古道
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　最後になったが，この旅の目的は，志気の向上で
あるが，それ以上に得るものが大きくこれからの人
生において，全てがプラスになっていると私は思う。
来年は，沖縄を訪れる計画が立ちつつある。守礼門，
青の洞窟，マリンスポーツと想像しただけで過去最
大級のイベントになりそうだ。この手記を読んだ皆
様にはぜひ参加していただきたい。

おかやま言語まつり
大学院　感覚矯正学専攻修士　２年　矢野　実郎

　1998年９月１日に言語聴覚士法が施行され，今年
で満10年となりました。昨年，日本言語聴覚士協会
は，その９月１日を「言語聴覚の日」と定め，この
日を中心に全国各地で記念祭が催されることになり
ました。
　本年，岡山県では９月７日にさんかく岡山という
場所で「おかやま言語まつり」が開催されました。“ま
つり”といっても屋台や花火，お神輿などはありま
せん。内容の前半は，県内の言語聴覚障害の関連団
体と岡山県言語聴覚士会の紹介やPR，催し物があ
り，後半は前田キヨ子先生指導による音楽療法セッ
ションでした。
　前半の紹介，PRに参加したのは「岡山言語友の会・
うぐいすの会」「おかやま脳外傷友の会・モモ」「岡
山県聴覚障害者福祉協会」「岡山県難聴者協会」「岡
山県言語聴覚士会」の５団体です。それぞれの団体
が，手話歌や吃らない歌，ハンドベル演奏，食道発
声による自己紹介，フラダンス⁉（写真）を披露し，
どれもアイデア豊かで工夫をこらした内容でした。
後半の前田キヨ子先生の音楽療法セッションでは，
前田先生の指揮のもと，全員が参加してマラカスや
手拍子で音楽を奏でました。ここで驚いたのが，簡
単なルールを守るだけで音楽が成り立ち，そして楽

しめるということです。ハンドベルを１つ振るだけ，
手を１回叩くだけでは単なる音ですが，前田先生の
簡単なアドバイスで，その１つ１つの音が手をつな
ぐ様に拡がり，本当に素敵な音楽になりました。参
加者全員が同じ気持ちになり，童謡から昭和のナツ
メロまでたくさんの曲を奏でました。盛り上がった
音楽セッションは約１時間半続き，参加者一同充実
した表情でおかやま言語まつりを閉会しました。私
は言語聴覚専攻の学生さんとともにおかやま言語ま
つりに参加して，県内の言語障害者の方々と触れ合
い，ともに楽しみ，大変良い経験が出来ました。
　来年は，本学で開催される予定なので今年以上に
熱が入ることでしょう。ちなみに上記のフラダンス
⁉，あれは岡山県言語聴覚士会の出し物で，私も優
雅に踊りました（笑）。パウスカートに見立てた衣
装を身にまとい，ハイビスカスを頭に付け，気持ち
はアロハオエー！で出陣したのですが…。舞台に出
た途端に，「狩人だ‼」「原始人だ⁇」と野次られま
した（笑）。来年は素敵な王子様☆彡の役で参加し
たいと願っています。

養護実習を終えて
健康体育学科　４年　野口　寿見

　私は，養護教諭の教育実習先として中学校を選択
しました。９月の半ばだったので体育会や合唱コン
クール，文化祭と学校行事がいっぱいで，実習内容
は怪我や病気の応急処置が多くなるだろうと考えて
いました。
　しかし実際は，そのような応急処置が必要で保健
室へやってくる生徒は少なく，心の悩みからくる身
体の不調を訴える生徒がほとんどで，10分間の休み
時間は人が途切れることがありません。この状況を
みて，今の生徒たちの心と身体の問題は予想してい
た以上に深刻な状態にあると感じました。
　私は，生徒たちにとって養護教諭とは，心の問題
を安心して話をすることができる「母親」のような
存在であるべきだと思います。時には厳しく，時に
は優しく，親身になって話を聞いてくれる大切な存
在です。しかし，一部の生徒たちは自分の気持ちを
そう簡単には見せてくれません。そして休み時間が
終わると，何かもの言いたそうな表情をして教室へ
と帰って行きます。
　私はなんとか悩みを聞いてやりたい，相談に乗っ
てやりたいと思うものの，生徒たちはそう簡単に心
を開いてはくれず，コミュニケーションのとり方の
難しさを実感しました。しかし何度も何度も話しか
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けることで次第に距離が縮まり，心を開いていろん
なことを話してくれるようになりました。決して同
情ではなく，その子をしっかり見守っていることが
伝わるような距離感をとることが重要だと思いました。
　私は今回の実習で「聞く」ことの大切さ，「伝える」
ことの難しさを改めて実感しました。１つのことを
伝えようとする時，その２倍相手の思いに耳を傾け
理解しようと努めなければ，こちらの思いは伝わり
ません。実習を通して，単に自分の考えを押しつけ
るのではなく，生徒とのコミュニケーションによっ
て信頼関係を築けるまで努力することの大切さを学
びました。
　実際の教育現場では，大学の講義では学ぶことが
できないたくさんの貴重な経験ができました。この
実習から得たことを決して忘れず，今後も多くの場
面で活かしていきたいです。

いざ　立命館大学　陸上部へ
　臨床栄養学科４年　田中，諏訪，茶谷，桑原，
　　　　　　　　　　山本，折坂，塘永，高橋
　　　　大学院２年　三宅，梶井　　　　　
　なんて，たいそうな題目をつけてしまいましたが，
立命館大学に陸上をやりに行ったわけではありませ
ん。私たちが所属している松枝ゼミは，運動と栄養
に関する研究をやっていてその中の分野にスポーツ
栄養に関することがあります。その関係で，スポー
ツ選手の食事のサポートにこの夏行ってきたので，
夏のトピックスとして書くことにしました。
　そもそもの縁は，私たちの先輩で８期生の奥井
智美という方がおられて，立命館生活協同組合の
BKCセンターで働かれています。この先輩から松
枝先生に連絡があり，従来から生協内でスポーツ選
手のサポートをやっているので，男子陸上部長距離
選手の夏合宿での栄養サポートの依頼があったこと
からです。それから，松枝先生が京都に行かれて，
奥井先輩と杉本陸上部コーチとの間で話をされてか
ら本決まりとなりました。
　期日は，８月６日から８月11日で，場所は立命館
大学総合合宿所でした。本学にも合宿所があればこ
んなこともできるのにと思いました。だんだんとサ
ポートの日がせまってくると先方の状態が気になり
だして，メールでいろいろ問い合わせました。どれ
ぐらいの調理場で，調理器具はどんなものがあるの
かとか，献立はどうなっているのかとか。
　返事を聞くたびに，できるのかなという思いがわ

いてきましたが，一方では，私たちはいつも前もっ
て用意された設備の整ったきれいなところでいろん
なことをやっていたのだなとも思いました。つまり，
野戦病院（戦場における病院）のような，物が少なく，
設備も十分でないところでの経験が少ないことに気
付きました。臨機応変，切り替え，頭の柔軟さなど
が不足しているのかなと新たな発見ができました。
　松枝ゼミには，院生も含めて10人いますので，人
数割をして，３名前後が毎日サポートにはいれるよ
うにしました。
　第１日目からマネージャーさんがとてもいい人
で，助かりましたが，カレーライスを作りすぎてし
まいました。その結果，選手は，２日目もカレーを
食べるはめになりました。それより大変だったのは，
選手と一緒に食事をするので，食事を残すわけにい
かず，少し体重が増えた人もいたことです。でも私
達が作った食事を全部食べてくれるので，いろんな
苦労も吹っ飛びました。おかずがおいしいとご飯が
進む様で，ご飯がたりなくなることもありました。
臨床栄養学科は病人の人を対象に考えることが多い
のですが，人を対象にする今回のようなサポートも
臨床ではないかと感じました。
　合宿所があるような大学でも，献立の作成や，調
理，買出しを主としてマネージャーさんがやってい
るのをみて，ついつい，大学で学んだ難しいことを
頭に描いて批判的になってしまう私たちでしたが，
科学がすべてでなく，おいしい食事を作って食べて
もらって，よろこんでもらうことが，栄養の基本で
はないかと再確認ができた陸上部サポートでした。
機会があれば，またサポートしたいなという思いは
みんな共通でした。

夏休み病院見学
リハビリテーション学科理学療法専攻　 

１年　吉政かおり
　臨床にでてリハビリを間近で見るのはこれが初め
てだったので，これからの自分にとてもよい刺激と
なった。理学療法室では，実習室にあった道具が実
際どのように使われているのかを見ることができた
り，先生方からリハビリの方法や理学療法士になる
ために大切なことなどについての話をしていただい
たりと，とても勉強になることばかりだった。また，
患者さまとの他愛もない話やさりげない気遣いなど
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のコミュニケーションがやはり大切だなと感じた。
今回の見学で，この先の自分の将来像にまた考えて
いくべきことをプラスすることができた。

リハビリテーション学科作業療法専攻　 
１年　則武　香織

　私は，級友５人と一緒に夏休みを利用して，将来
就く職業である作業療法士について学ぶため，病院
見学に行ってきました。お世話になった施設は，岡
山市の中心部にある総合病院の川崎医科大学附属川
崎病院です。
　今回の見学実習では，主に作業療法・理学療法室
の見学をさせていただきました。作業療法室では，
様々な障害を持った患者様がそれぞれの目標を持っ
てリハビリに取り組んでおられました。そのような
患者様の機能回復や社会復帰をお手伝いする作業療
法士の仕事を間近で見ることができ，改めて作業療
法士という職業の素晴らしさ，作業療法士になるこ
とへの想いを再確認することができました。またそ
れと同時に，仕事の厳しさ，責任感も感じました。
　見学中，お年寄りの患者様とお話をさせていただ
く機会がありました。初めて接する患者様に，どの
ようなことを話題にしたらよいのか，またどこまで
個人的なことを聞いてもよいのか分からず，大変困
惑しました。日頃から様々なことに興味を持ったり，
どんな年代の方にも通じるような会話のネタを集め
たりしておくことが大切だなと感じました。
　今回の見学実習で学んだこと，感じたことをこれ
からの勉強に活かし，気持ちを新たに頑張っていこ
うと思います。

血液浄化セミナー〜１日スタッフ〜
臨床工学科　２年　川上　知紗

　社団法人岡山県臨床工学技士会が主催する『第10
回血液浄化セミナー』が７月20日㈰に行われ，私は

スタッフとして参加しました。
　臨床工学技士ってどんな職業？と思う人も多いと
思います。簡単に紹介すると，臨床工学技士とは医
療機器の専門職であり，病院内で医師や看護師など
と共に医療チームの一員として活躍しています。「血
液浄化セミナー」は，臨床工学技士にとって主要な
業務の一つである血液浄化業務に的を絞ったもので
す。
　今回のセミナーは，「これからの透析医療に何が
必要か？～今，私たちにできること～」をメインテ
ーマとして，今後の透析医療の向かうべき方向性に
ついて考えていくことを目的としていました。現在
の透析医療が直面している様々な問題について，全
国的に活躍されている先生方の講演が行われ，透析
機器メーカーや透析患者向けの食品メーカーの展示
もありました。そのため，多くの臨床工学技士，看
護師，栄養士，私達のような学生が参加していまし
た。
　私は会場受付のお手伝いをしていたのですが，途
中，矢吹病院の政金生人院長のご講演を拝聴しまし
た。まだまだ知識の浅い私には難しい内容でしたが，

「よい透析実践のノウハウ」から，教科書には書か
れていないような「患者とのコミュニケーションの
取り方」まで，先生ご自身の経験を交えてお話しさ
れました。先生独特のテンポやユニークな表現もあ
って，とても興味深くうかがえました。
　特に印象に残っているのが，講演後の質疑応答の
様子です。講演の内容についてはもちろんのこと，
臨床の現場で働かれている臨床工学技士の方が，政
金先生に現在担当している患者さんについての悩み
をお話ししたり，アドバイスを求めていました。私
にはまだ分からない専門用語が次々と飛び交い，実
際の業務ではこういった会話が日常的になされてい
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るということを目の当たりにし，憧れの気持ちが
益々強くなったと同時に，まだこれから学ばなけれ
ばならないことの多さを痛感しました。
　今回このセミナーに参加させて頂き，多くの事を
学ぶことができました。何より，普段なかなか接す
ることのできない臨床工学技士の方々とお話をさせ
て頂けたことで自分の将来の目標を再認識できたと
思います。この貴重な体験を今後の生活に活かして
頑張りたいです。

現場に根ざした学科を目指して
医療福祉経営学科　講師　坂本　　圭

　昨今，医療や福祉を巡る状況は制度改正をはじめ
として，目まぐるしく変化している。そのような中
で，学生に対し医療や福祉に関連した講義や演習，
実習を行うためには，教員が医療や福祉の現場のこ
とも自身の体で感じ体験することが必要である。こ
のような目的から，この夏本学科として初めて職員
研修を企画した。この研修では，社会福祉法人中央
福祉会白寿荘の協力のもと実施され，当初は，社会
福祉施設の見学を兼ねたささやかな研修を予定して
いた。しかし，白寿荘担当の松本氏との話し合いを
重ねた結果，急遽，津山・美作地区の老人福祉施設
に声をかけることとなり，各施設長をはじめ最終的
には90名を超す研究交流会となった。後に，会場の
都合上数カ所の施設には参加のお断りをしたとお聞
きしている。
　研究交流会では，本学科の教員２名による年金制
度，並びに医療福祉施設による人事労務管理に関す
る研究発表，施設を代表し松本氏による老人福祉施
設経営における実態報告がなされた。そして，研究
交流会終了後施設見学をし，今後も勉強会やセミナ
ー等を通して互いに交流を深めていくことが約束さ
れた。
　今回の研究交流会開催は，大学間の競争が激しく
なり社会的評価が厳しくなる中，歴史の浅い本学科
を医療福祉現場や地域社会に認知していただくきっ
かけとなっただけでなく，川崎医療福祉大学におけ
る本学科の役割を再認識できたのではなかろうか。

オーストラリアでの素晴らしい経験
医療秘書学科　２年　高橋　明子

　初めての海外ということもあり，楽しみと期待が
多い中，少なからず不安がありました。何もかもが

初めてで，見るものすべてが新鮮で，異国の地での
生活でたくさんの事を学び，良い経験ができました。
　初めのうちは英語が聞き取れなくて困りました
が，だんだんと耳が慣れていくのを実感しました。
英語が分からないときはジェスチャーで何とか表現
したり，辞書を使って話したりしました。ホストフ
ァミリーと生活するうちに，もっと英語を学びたい
と思うようになりました。日本語は通じないという
生活は，英語で話そうと勉強する機会を作ってくれ
る素晴らしい環境だと思いました。ホストファミリ
ーともう一度会うときは今回よりもっと話せるよう
になりたいので，私はきちんと聞き取ることができ
るように毎日ラジオで英語を聞こうと思います。そ
して，単語が分からなくて会話がスムーズにいかな
かったので，単語の知識を増やそうと思っています。
　オーストラリアの医療制度の講義や病院見学は初
めて知ることがたくさんあり，知識が増え充実して
いました。私が一番驚いたことは，公立病院は医療
費が無料で，私立病院は結構高額な医療費がいると
いうことです。そのため私立の保険に入っていなく
て治療費が払えない場合は，救急で運ばれて来て
も，すぐに公立病院に送られるということに驚きま
した。異国の医療制度を知ることは参考になり，驚
きがあり学んで楽しいと思いました。また，医療秘
書についての講義を受け，患者さんが病院に訪れて
初めて会う人が医療秘書なので，常に笑顔を絶やさ
ないことが大切だと改めて実感しました。また，最
小限の情報から最大限の情報を患者さんから得られ
るように，会話上手になることも必要だと思いまし
た。そして，技術や知識が更新できるように常に学
ぶ姿勢を持ち，訓練することが大切だと思いました。
働くときは，チームの一員として継続的に最大のサ
ービスを提供できるようになりたいと思いました。
　今回の研修旅行では，異文化に触れることができ，
とても充実していました。日本とオーストラリアの
違いを楽しむことができました。日本だけでなく異
文化に触れる経験ができることはとても嬉しいこと

で有難いことです。
今回は周りのたくさ
んの人々のサポート
があったからこそ，
充実したものになっ
たのだと思います。
新しいことにチャレ
ンジすることは視野
が広がり，知識が増
え，楽しくなると思
います。今回の素晴
らしい経験を今後の
人生に役立てて行こ
うと思います。

ワークショップ 
『やさしさをつむぐリレーション』

医療福祉デザイン学科　講師　真鍋　克己
　第６回岡山県民文化祭の一環として，『やさしさ
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をつむぐリレーション』ワークショップを開催しま
した。ワークショップは，創作活動の楽しさを知っ
てもらい，心と心・人と人・地域と人の繋がりを大
切にしようと企画，津山市の小学校・養護学校７校
で実施しました。創作活動は，白いハンカチにマー
カーや筆等を使っての制作です。
　企画は藤原教授，そして私が実施を担当しました。
各小学校および岡山県生活環境部文化振興課と開催
日時，学年や人数の調整等を行い，また一方で楽し
く創作活動をしてもらうために多数のイラストやハ
ンカチ等を準備し教室や体育館の飾り付けを計画し
ました。ワークショップは，医療福祉デザイン学科
ハンカチアートプロジェクト「RouteB・Joynt」の
学生とともに６月から10月の期間で実施しました。
　ワークショップを開始すると，飾り付けにより一
変した教室に歓声とどよめきが聞こえ最初は白いハ
ンカチに絵を描くことに躊躇していた子ども達も学
生のアドバイスを受けるとマーカーや絵筆を持ち時
間が経つことを忘れ素晴らしい作品が完成しまし
た。終了後，子ども達から「もっとやりたい」，「楽
しかった」，「また今度来てー」，そして先生からは「表
現することが苦手な子も，図工の時間もなかなか活
動ができない子も，活き活きと活動できていた」等
ありがたい感想を頂きました。また養護学校では，
保護者の方が準備してくれたソーメンを皆で歓談し
ながらご馳走になりました。
　今回のワークショップでは，絵具での手形を作品
にするなど想定外の行動にうろたえ，また絵具を忘
れて急遽小学校から借りるなどのトラブルもありま
したが，創作活動の楽しさを知ってもらえたことや
子ども達や地域の人と繋がりができ大学では学ぶこ
とができない貴重な経験をすることができました。
　なお作品は，11月８～９日津山市ソシオ一番街，

11月20～30日「キャンパスは（岡山）県立美術館」
で展示しますので是非ご覧下さい。

第10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

　10月１日㈬～２日㈭の２日間，イオン倉敷ショッ
ピングセンター２階イオンホールにおいて，｢第10
回コンピュータによる全国院内学級絵画展覧会｣ 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17施設69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。作品は小，中学
生とも創造力豊かで，ユニークなものがあり好評で
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て，皆さ
んにとても喜んで頂きました。２日間の開催期間中
の参加者は平日開催ということもあり，100名程度
でしたが，参加された方にはゆっくりと鑑賞して頂
けたのでよかったと思います。
　本展覧会の様子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/tenrankai/

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
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雅な心
　　邦楽部「雅」

医療情報学科３年　田中　美帆
　邦楽部は琴，三味線といった日本楽器を演奏する
部活です。女性部員だけかと思われるかもしれませ
んが，男性部員もおり，皆で仲良く活動しています。
他の部活とは違い，順位を決めるような大会に出場
することはありませんが，福文祭や学園祭，倉敷の
演奏会への参加を主な活動としています。琴や三味
線の経験がなくても，先生や先輩の丁寧な指導です
ぐに上達することができ，楽しく演奏をやっていま
す。
　邦楽の魅力は琴や三味線の音色です。私は中学の
時にテレビで見た邦楽の演奏にとても感動し，高校
で邦楽部に入部して琴を始め，大学では三味線に挑
戦しています。初めて自分で音を出した時の喜びと
感動は今でも覚えています。琴や三味線の柔らかな
音色で心が落ち着き，リラックスできます。普段あ
まり耳にすることがなく，演奏を聴いて眠くなると
感じる方も多いと思いますが，眠くなるということ
は，緊張がほぐれ，安心した空間であるということ
ではないでしょうか。毎日の勉強や仕事で疲れたと
きには琴や三味線の演奏を聴いてみてください。疲
れが癒されると思います。
　今年の演奏会や学園祭では，先生のお弟子さんや
尺八の方と一緒に合奏を行いました。いつもと違っ
た音が入ることでとても刺激になり，改めて演奏の
楽しさを感じることができました。
　学園祭では毎年，着物を着て，演奏を行っていま
す。着物で日本の伝統楽器を使うことで，日本の良
さを感じることができ，部活の名前でもある「雅」
な気持ちになれます。私達はもっとたくさんの人に
日本文化に触れて欲しいと思っています。時間があ
れば邦楽部の部室を覗いて，私たちの演奏を聴きに
来てください。

川崎のカラー
　　女子ソフトボール部

健康体育学科３年　倉田　綾子
　私たち女子ソフトボール部は，今年度西日本大会
に出場しました。初戦突破を目標に試合に臨みまし
たが，悔しくも８対０で負けてしまいました。しか
し，この大きな舞台でどんなに苦しい展開があって
も，チーム１人１人がソフトボールを楽しんでプレ
ーしていたはずです。もちろん練習は，楽しいこと
はあまりありません。悔しくて泣いたり，辛くて泣
いたり，苛立って泣いたり，色んな涙をみんな流し
てきました。しかし，このような時でも頑張ること
ができ，楽しくプレーできるのは，どんな時でも“み
んなでやる”からです。当たり前ですが，チームと
いうのは１人では成り立ちません。みんながいるか
ら，支えあい，励ましあいできあがっていくのだと
思います。だから，どんなに辛くても“みんなでや
る”。このことが，私たちが楽しくプレーできる礎に
なっているのだと私は思っています。
　また，女子ソフトボール部の自慢できるところは，
雰囲気が良いところ。部員数は少ないですが，少な
いなりに一人ひとりが声を出し盛り上がっていま
す。そのような良い雰囲気は，みんなが仲良しだか
ら作られているのです。部活動以外でも交流は絶え
ません。食事に行ったり，話をしたり，先輩も後輩
もみんな仲良しです。確かに人数が少ないというの
は困る面もあります。しかしその分，部員同士で関
わる時間が多いからこそ絆が深くなり，良い雰囲気
が作られているのだと思います。
　このように私達がのびのびとプレーできるのは，
応援してくださる方がいるからです。だから，感謝
の気持ちを忘れずこれからも目標に向かって頑張っ
ていきます。
　オリンピックでソフトボールは金メダルを獲得
し，盛り上がりをみせていますが，それに負けない
くらい私たちも盛り上がっていきたいと思うので，
応援よろしくお願いします。
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最後まで諦めない執念
臨床心理学科

中田万里恵　
　今年８月，小学生の頃から思い続けてきた「警察
官になる」という夢が現実のものとなった。私が就
職活動で最も大切にしたことは「最後まで諦めない」
ということだ。女性警察官は，男性と比べて採用人
数も倍率も相当な差があり，かなりの狭き門である
公務員試験の一つとされている。私が内定をいただ
いた高知県警でも，女性採用枠はたったの３名だっ
た。「絶対夢を叶える」と意気込み大学３年の秋から
通い始めた公務員学校。それでも時折，「自分が３名
枠に入るわけがない」と不安の波が押し寄せた。そ
んな不安と向き合いながらの勉強はとても辛く，こ
んな現実から逃げ出したいと思うこともあった。し
かし，その不安に潰されそうになりながらも「絶対
合格する！１点でも多くとる！」と自分に言い聞か
せながら机に向かい，気づけば一日10時間は参考書
を開いている日々が続いた。
　合格を勝ち取る上で，勉強量はもちろん大切な要
素だと思う。しかし，私はそれと同じくらい「最後
まで諦めない執念」も必要不可欠なのだと思う。こ
の執念が１点でも多くとることにつながり，最後に
は合格という実を結んだと確信している。

自分らしさを忘れずに
保健看護学科

福本　有季　
　あっという間に大学生活最後の年になり，卒論や
国試の勉強に追われる中で，私の就職活動が始まり
ました。私は，看護師・保健師・養護教諭と３つの
資格を取得するために，４年間この大学で学んでき
ましたが，「いざ就職活動！」といったとき，いった
い自分はどの資格を生かして働きたいのだろうと，
とても悩みました。最終的に，大学入学当初からの
夢であった看護師として就職することに決めまし
た。「看護」といってもさまざまな分野があります。
自分がしたい看護が何なのか迷っていた私は，病院
選びで，将来自分のやりたい看護を見つけたときに
専門性を追求することができる地元の大学病院を選
びました。
　病院説明会に足を運び，実際に自分の目で病院の
雰囲気や働いておられる看護師の方の姿を見ること
で，この病院で働きたいという気持ちがさらに大き
くなりました。ですから，無事に内定をいただいた
ときは，とても嬉しかったです。
　この就職活動を通して，私が一番大切だと感じた
ことは，「自分自身と向き合い，自分がどんな人間で
あるかをしっかりと知っておく」ということです。
それが充分できていれば，どんな場面でも，100％自

奮戦記就職 奮戦記就職 奮戦記就職 ―チャンスを摑む苦労話―

自分と向き合った就職活動
医療福祉学科

徳永　桂子　
　私はこの夏，第一志望の病院から医療ソーシャル
ワーカーとして内定をいただきました。
　私が就職先を決めた理由は，見学の際にお話を伺
ったワーカーさんの「うちはワーカーがみんな若い
しまだまだ発展途上だけど，だからこそ自分の目指
す福祉が出来るよ」という言葉がとても印象的だっ
たからです。実際に働いておられる他のワーカーさ
んの仕事に対する考えなどを伺いながら“私もここ
で働きたい”と強く思いました。
　見学の後，履歴書を書き始めたのですが，この過
程が私にとって一番難しくそして何より自分の将来
や就職について真剣に考えた期間だったように思い
ます。志望動機の欄に，この病院で医療ソーシャル
ワーカーとして，何をどのようにやっていきたいの
かを文章にして表すことは本当に難しく，書けば書
くほど自分が本当にこの職業に就きたいと考えてい
るのか，本当に自分にできる仕事なのかと不安にな
っていきました。それでも，友達や就職課の方に協
力していただきながら，また自分と向き合いながら
一生懸命書いた履歴書を送付し，後日面接を受ける
ことになりました。面接では志望動機と自己PRにつ
いて主に述べました。本当に緊張していて手に汗を
たくさんかきながら，ここで何をしたいのか，どん
なワーカーになりたいのかを精一杯喋ったつもりです。
　面接を受けてみて分かったことは，緊張するのは
当たり前で先方もそのことは十分分かった上で話を
聞いてくださるのだということです。だから怖がら
ずに，でもしっかりと準備をして臨むことが大切だ
と感じました。
　福祉分野での求人ははっきり言ってとても少ない
です。求人が出ていても１人か２人というのが普通
で，場合によっては求人が出ていないところにこち
らからアプローチしていくことが必要になります。
しかし，一番大切なことは“ここで働きたい，この
仕事をしたい”と心から思えることだと思います。
そして，そこで重要になるのが見学と実習だと私は
思います。施設や病院，そこで働いておられる方々
の雰囲気や実際に行う業務内容などはそこへ行って
お話を聞いたり，実習をしたりしなければわかりま
せん。私の場合は病院実習が就職先決定後だったの
ですが，それはそれで春からの自分の仕事を見据え
ながら実習ができたのでとても勉強になったと思い
ます。
　私が就職活動を通して学んだことは，「就活は行動
あるのみだ」ということです。待っていても就職は
決まりません。少しでも興味のある就職先が見つか
ったら迷わず見学に行って，たくさん見て聞いて質
問してくることをお勧めします。頑張ってください。
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分が出し切れると思います。みなさんも，「自分にし
かできない看護がある」という強い気持ちを持って，
就職活動に臨んでください。

なせばなる
感覚矯正学科視能矯正専攻

平成19年度卒業　守田　真澄　
　就職が決まったのは国試の前日，大阪へ向かうバ
スの中でした。って書くと何だか劇的ですが実際は
違いました。
　早い人では６月に就職先が決まる中，地元一本体
制で挑んでいる私の元には，求人が出ない来ない電
話をかけてもないネットで調べてもない就職課にも
ない。そんなバカな。が，半年間。
　しかし嘆いても仕方ないので，“国試に受からな
いとどうしようもないんだぜ”とポジティブに国試
勉強をしていました。そして越年。したらば国試の
一か月前に素敵な求人が！ちなみに就職試験は国試
10日前！「…一般教養の勉強よりも国試の勉強を優
先してね！」と先生方から切羽詰った私にエールを
頂き，『なせば成る 為さねば成らぬ何事も‼』と自
己暗示をかけ，怒涛の一か月を駆け抜けました。
　就職において一体何を最優先するのか，場所か内
容か給料かetc。どれか必ず譲れないものがあれば
求人が中々出なくとも頑張れるはず。諦めずしぶと
く粘ってみてくださいね。

実習と就職活動
感覚矯正学科言語聴覚専攻

平成19年度卒業　坪内　孝衣　
　私が内定を頂いたのは実習先であった島根県立中
央病院です。「試験が実習中」「総合病院で急性期」
等の理由から，受験を決めるまで悩みました。公務
員試験の本で少し一般教養の勉強はしましたが，実
習中ということもあり専門・小論・面接への準備は
不十分でした。実習中，リハの対象は受傷後間もな
い方ばかりで，病院全体が慌ただしい雰囲気でした
が，患者さんの改善が日々手に取るように分かった
のは確かでした。働く自信もなく，あるのは不安だ
けでしたが「一番不安定な時期に力になりたい」「最
初に会うセラピストだからこそ，質の高い療法ので
きる言語聴覚士になりたい」と思い受験しました。
　「自分が向いているのは何期か」と，就職先を探
す上で，一番に考えると思います。実際に働いてみ
なければその答えは分かりませんが，患者さんとど
のような関わり方がしたいかを明確にすれば，自ず
と就職先は絞られると思います。縁のある施設は必
ずあります。頑張ってください！

就職活動について
健康体育学科

　穐田　知里　
　就職活動を始めた時，私は将来について漠然とし
か考えていませんでした。自分が体を動かすのが好
きだから，スポーツやレジャーに関する職業がいい
と思うぐらいでした。本格的に活動をはじめ，多く
の企業にエントリーし，会社説明会にも行きました。
自分の事をしっかり見つめ直していく中で，私はス
ポーツクラブなどの施設で運動指導をしていきたい
と思いました。実際，１年次生の時からスポーツク
ラブでバイトをしていて，運動指導をすることが難
しいながらも楽しかったのです。バイト先のスポー
ツクラブは雰囲気もよく，インストラクターの方の
考え方や指導に対する姿勢に憧れ，ここで一緒に働
きたいと思いました。もし，進路に迷っているので
あれば，現場に行って自分の目で働いている人の姿
をみて決めてみるのも一つの道だと思います。

〜私のビジョン〜
臨床栄養学科

平成19年度卒業　蜂谷　洋香　
　私は，「病院の管理栄養士」という漠然とした夢
を描き，就職活動を始めました。とりあえず，目に
触れた管理栄養士を募集しているさまざまな病院を
受けましたが惨敗。今思えば，何をやりたいか，ど
んな管理栄養士になりたいかについて，まったく向
き合えていませんでした。しかし，いくつかの病院
に足を運び，そこで話を聞き，惹かれるものを整理
していくうちに，やっと自分がどんなふうに活動し
たいか具体的なイメージが整理できました。『チー
ムで働きたい』そういう視点で合致したのが今の病
院です。
　はっきりと私のビジョンができたことで，面接で
いろいろなことを聞かれても，より具体的に，明確
に答えられ，自分にあった職場を見つけることがで
きました。
　まずは自らのビジョンを明確にして，就職活動に，
国家試験勉強，さらにゼミ活動等大変ですが，自分
のペースで精一杯がんばってください。

急ぐもよし，待つもよし
リハビリテーション学科作業療法専攻

平成19年度卒業　藤村　友美　
　10月に臨床実習を終え大学に戻るとすでに内定し
た人がいるではありませんか。焦りました。しかし，
しばらくの間は何も決められないまま時間だけが過
ぎていきました。
　そんな時，希望していた発達分野の求人が出ると
聞き，すぐさま見学に行きました。「これはいける
かも！」という手応えがあり，後日，期待を胸に面

就職奮戦記（つづき）
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接へと向かいました。しかし，結果は不合格。人生
甘くないなと感じました。友達が着々と内定してい
く一方で私の焦りや不安はピークに近づいていまし
たが，発達分野を諦められずにいた丁度その頃，川
崎医科大学附属病院の話が舞い込んできたのです。
これから就職活動する皆さん。もちろん積極的に動
くことも大事ですが，先生方の話を聞いて流れに身
を任すもよし，良い話に乗っかるもよし，最後まで
粘るもよし，です。ちなみに私は粘った結果，幸運
が舞い込んできました。では，皆さんの健闘を祈っ
ています。

スロースターター
医療福祉経営学科

安藤　久貴　
　僕は就職活動において，なかなかスロースタータ
ーだったように思う。
　就職セミナーや学科説明会を通して，「３年の夏
には動いているのが当然」という空気をひしひしと
感じながらも目を背け，初めて合同説明会に参加し
たのは年が明けてからだった。
　説明会会場では目に付いた企業のブースで話を聞
くものの今ひとつグッと来ない。結局蓋を開けてみ
れば，合同説明会も個別説明会も片手で足りるほど
しか参加しなかった。
　しかし最終的には周囲の就職が決まる焦燥の中，
興味はあったが倍率が高く自信が無かった川崎学園
の採用試験を受験・合格を頂くに至った。
　僕の大学生活は勉強だけでなく，部活動や趣味，
読書やアルバイト等を通して色々な年代の方と話
し，様々な物事の考え方に触れたことでより色濃い
ものになり，それが就職活動，特に面接では大きな
強みになっていたように思う。

就職奮戦記
医療秘書学科

岡　加奈子　
　私は高校生の頃に医療機関の事務職員になること
を志し，大学４年間その目標に向かって，資格取得
の勉強，ボランティア活動，学外実習など精一杯取
り組みました。
　実習・ボランティア活動を通じて川崎学園に魅力
を感じ就職活動を積極的に行って来ました。昨年受
験した先輩に話を聞いたり，エントリーシートをい
ただいて実際に書いてみたり，筆記試験の過去問題
を繰り返し解くなど早期から就職活動への準備に取
り掛かりました。特に自己紹介書やエントリーシー
トは最終面接試験までそれらをもとに進められるの
で，自己分析を十分に行い，自分の熱意が伝わるよ
う，何度も就職課の先生やゼミの先生に添削してい
ただき推敲しました。
　面接試験では，「笑顔と大きな声でハキハキ話す」

ことを常に心に留め，ありのままの自分を見てもら
う謙虚な気持ちで臨みました。
　大学４年間は，自分の将来の目標に向かって力を
蓄える大事な準備期間です。大学生活のさまざまな
ところから「将来，何をやりたいか」のヒントが見
つかると思います。是非，何事にも目的意識を持ち，
一生懸命に取り組んでください‼

後悔して下さい
医療福祉デザイン学科

宮宗　加衣　
　私はいつからかデザイナーになりたい，と漠然と
思ってきました。
　３年生の１月頃マイナビに登録しました。マイナ
ビで検索しているうちに東京に行きたい会社がみつ
かりました。一次合格！二次合格！三次合格！最終
不合格！うわぁ～～。。。２月から６月までかかりま
した。あの頃，東京の会社で言われた作品作り。学
校の課題。平行して他社の就職活動。アルバイト。
忙しかったです。
　でも自分で行動に移せたことがとても自信になり
ました。『やって後悔』よく聞く言葉ですが，本当
だなぁと思います。そして，就職活動のおかげで自
分自身について考える機会を得ることができまし
た。
　先生，先輩，後輩，友達。そして家族のみんな。
ありがとうございました！たくさん助けてもらいま
した。内定を頂いた会社で，立派なデザイナーにな
れるようがんばります！

わたしの就職活動
医療情報学科

松田　啓佑　
　私は大学に入り，医療系の勉強を主にしてきたの
で将来はそれを活かせるように病院で働きたいと考
えていました。しかし，最初は何をすればいいのか
全くわからず，病院のホームページや就職課で病院
から求人が来ているのかどうかを確認しているだけ
でした。就職課の方から自分を病院にアピールしな
いと内定は難しいと聞き，自分を売り込むため，行
きたいと思った病院には積極的に連絡をし，その病
院のことを勉強した上で見学をさせていただきまし
た。病院見学をすることによって，ホームページで
は知ることの出来ない情報や，実際に働いていらっ
しゃる方からのお話を聞くことができ，本当にその
病院が自分に合っているのかどうかがわかると思う
ので非常によい経験になりました。
　就職活動では，辛いこともありましたが自分と向
き合うことができるのでとてもよい勉強になりまし
た。後輩のみなさんには是非，就職したいと思う所
へ積極的に見学をして，自分にぴったりの場所を見
つけて就職してほしいと思います。

就職奮戦記（つづき）
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　10月11，12日，爽やかな秋空のもと，第34回

川崎学園祭が開催されました。

　学生皆さんのチームワークと友情に支えら

れ，キャンパスは活気に満ち溢れました。

前　夜　祭
医療情報学科　３年　浅部　由江　
医療情報学科　３年　森川　綾香　

　今年の前夜祭メンバーは昨年に増して笑いが絶え

ないほど仲が良く，団結力がありました。直前まで

イベント内容について悩みましたが，皆で意見を出

し合い，一人ひとりが楽しんで企画や作業すること

で，結果，お客さんに楽しんでもらえる素晴らしい

前夜祭ができました。

　前夜祭当日は，天候にも恵まれ，多くのお客さん

で大変盛り上がり，特に大きな問題もなく無事に終

える事ができました。また，今年，私達は特にステ

ージに設置するバックパネル製作に力を入れまし

た。今までに増して素晴らしい自信作品となり，今

年初めて，学園祭期間中にバックパネルを構内に展

示しました。展示場所や安全面への配慮など悩みは

多くありましたが，多くの方々に観ていただき，と

ても好評で大変嬉しく，誇りに思いました。

　前夜祭当日は，天候にも恵まれ，多くのお客さん

で大変盛り上がり，特に大きな問題もなく無事に終

える事ができました。

　今年で引退かと思うと名残惜しいですが，このメ

ンバーで私たちの思いがこもった前夜祭を作ること

ができ，一生忘れられない思い出となりました。

学 内 装 飾
臨床心理学科　３年　山本有里恵　
臨床栄養学科　３年　吉田比呂規　

　

　アーチ，写真パネル，イルミネーション，川崎神

社…何とか完成させることができました。今年は昨

年に比べメンバーも少なく，「はたして間に合うの

か…」という不安でいっぱいでした。学園祭に来て

くださったお客様に，見て，触れて，楽しめるアー

チが完成しました。アーチを設置しているときから，

多くの方から「かわいい」，「すごい」と声をかけて

いただき，大変嬉しかったです。

　当日，学内装飾は学内清掃を担当しています。今

年はボランティアセンターの方たちが，ゴミ回収を

お手伝いしてくださいました。人数も少なかったた

め，大変大きな力となってくださいました。今年が

初めてでしたので，反省点はありますが，来年へ繋

がっていけばと思います。

　最後になりましたが，学内装飾に協力してくださ

った皆様，本当にありがとうございました。準備か

ら当日の作業まで手伝ってくださった先輩方，そし

統一テーマ　Harmony ～響きあう心～
2008

メインストリート

前夜祭
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て，いつも支えてくれた１・２年生，ありがとうご

ざいました。

警　　　備
医療福祉デザイン学科　３年　金子　倫教　

　昨年に引き続き，今年も警備指揮者として最後の

学園祭を迎えることとなりました。今年は前夜祭で

雨が降り，一時はどうなることかと，とても不安で

したが，学園祭当日は晴天になり，たくさんのお客

様に来ていただき，大成功を収めることができまし

た。学園祭実行委員として警備を３年間してきまし

たが，まだまだ経験が足らず，おぼつかない指揮の

下しっかり付いてきてくれた心強い警備の仲間と仕

事の合間を縫って助けに来てくれた実行委員会の仲

間，急な依頼にも迅速に対応してくださった各部・

サークルの皆様，警備についての問題点を指摘して

くださっただけでなく，忙しい中応援に来てくださ

った先輩方のおかげです。

　この学園祭を通して，やり遂げたことへの達成感

と喜び，助け合うことの大切さとぬくもりをこの身

に感じることができ，学園祭実行委員になって本当

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。

チャリティーバザー／逢空マーケット
臨床心理学科　２年　筧　　美里　

　今年のテーマは「Harmony～響きあう心～」と

いうことで，四校が絶妙なハーモニーを奏で，素晴

らしいチャリティーバザーを開催することができま

した。

　開店前から大勢のお客さんに来ていただき，例年

以上の盛り上がりとなりました。何度もお店に足を

運んでくださる方もおり，大変嬉しく思いました。

　逢空マーケットも，参加団体が少なかったにも関

わらず，大変な盛り上がりとなりました。同時に募

金も行い，多くの方が寄付してくださいました。チ

ャリティーバザーの収益金と共に，旭川荘に寄付さ

せていただきます。ありがとうございました。

仮 装 行 列
臨床心理学科　２年　中西　由美　

　仮装行列とは，仮装をした出場者が行進や演技を

し，盛り上げてくれるイベントです。今年も，工夫

を凝らした衣装や演技が見られ，たくさんの観客が

声援を送っていました。

　今年は仮装行列の運営を経験している人がいなか

ったため，手探り状態での試みで，出場者をはじめ，

業者の方や，スタッフに多大なご迷惑をかけてしま

いました。この経験を来年に活かして，よりよい仮

アーチ

模擬店
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装行列を作っていきたいと思いますので，よろしく

お願いします。

　最後になりましたが，仮装行列を行うにあたって，

お世話になった皆さん，出場者の方々，観客の方々，

本当にありがとうございました。

模　擬　店
臨床心理学科　３年　能勢　知美　

　実行委員として最後の学園祭は多くの方の力によ

って素晴らしいものになりました。まずは，出店団

体のみなさん。準備期間には様々な問題が起こりま

したが，テントの設営・掃除の素早さ，出店中のエ

プロン等の着用もよく出来ていて，実行委員は安心

してみていることができました。特に掃除では，ど

の団体さんも丁寧に掃除をしてくださり，とてもき

れいになりました。ありがとうございました。

　次に学生課をはじめとして，多くの職員の方に親

切にしていただきました。私が把握できていなくて

連絡が遅くなってしまったりしても，「大丈夫よ」

と答えていただいた優しさは忘れられません。本当

にありがとうございました。

　そして実行委員の仲間。今年は違うパートのメン

バーがよく手伝ってくれたので，模擬パートはとて

も助かりました。迷惑をかけ続けることに謝ると，

「大丈夫だよ」，「迷惑なんかじゃないよ」とみんな

笑顔で答えてくれました。何度も辛い思いをしたけ

れど，このメンバーだからこそ頑張れたと思います。

大好きな仲間とこうして素敵な学園祭を作りあげる

ことができて，とても幸せに感じています。みんな

ありがとう。これで引退だけれど，これからもずっ

と関係が続いていく学園祭実行委員でありたいと願

います。

福祉大イベント
医療福祉デザイン学科　３年　中野　将史　
医療福祉デザイン学科　３年　前田　珠希　

　今回の学園祭で人と人とのつながりの温かさを感

じさせられたと思います。はじめは自分がリーダー

になり少し頼りなく感じ，本番前まであせっていま

したが，「せめて自分たちの仕事はちゃんとしよう」

という思いで活動しました。そして，本番も無事に

終わらせ，感動のフィナーレを迎えることができま

した。それはイベントのメンバーや業者の方々，出

演者など，たくさんの人のおかげだと活動をしてい

く中で実感しました。

　学園祭が終わり，何人か出場者と会う機会があり

ましたが，イベントの話題で盛り上がり，「学園祭

が終わってもまた一緒に飲みに行こう」と誘ってく

れて，嬉しかったです。

　最初，私は人とのつながりより自分のことばかり

考えていました。「出演者が時間内に集合できるか」，

「イベント中失敗しないか」，など，人の気持ちより

イベントのことばかり考えていたことを学園祭後に

痛感しました。しかし，イベントを通して，人と人

とのつながりをつくることができました。それを自

2008 統一テーマ　Harmony ～響きあう心～

ハンカチアート

医福大イベント
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分自身で感じることができて，みんなに感謝したい

です。ありがとうございました。

学園イベント
臨床心理学科　３年　山根　律子　

　学園イベントでは，病院８階大講堂にて，医大・

医福大・短大・リハビリテーション学院の４校の様々

な団体が，歌やダンス，オーケストラ演奏や，合唱

や弾き語り等行い，また，学園イベントを観に来て

くださった方にビンゴ大会を行っています。

　私たちはプログラムが円滑に進むように会場設営

や照明・音響などの仕事をしています。今年はリハ

ーサル期間が例年より一週間短く，出演団体の方々

にもご迷惑をおかけしてしまいました。また，出演

時間の調整にも時間がかかり，学園イベント用パン

フレットの製本時期もギリギリとなってしまい，不

安を抱えたままの本番となってしまいました。当日

も様々なことで走り回る形になりましたが，多くの

アドバイスをくれた委員長をはじめ，副委員長，医

福大の５人の後輩，医大・短大の学園イベントの担

当の方々，OGの先輩方のおかげで，本番もビンゴ

大会も無事終わることができました。学園イベント

に携わってくださった皆様，本当にありがとうござ

いました。

　プロコンサート
臨床心理学科　３年　長峰　愛弓　
臨床心理学科　３年　小野寺愛美　

　10月11日，この日がくるまでは長い長い日々でし

た。出演時間は約１時間。長かった準備期間は，あ

っという間の１時間で終わりました。MINMIライ

ブは今まで見た中で一番かもしれないというほどの

盛り上がりでした。盛り上がりすぎて，ハプニング

も沢山ありました。このプロコンサートでの思い出

は？と聞かれたら大声を出して体育館を走り回った

記憶，メンバーに沢山迷惑かけた記憶しかありませ

ん。でも，それが良い思い出なんだと思います。何

かを成功させるには，一人でやらなければならない

時もあるけれど，実は一人ではなく，必ず誰かの助

けがあって，涙があって，笑顔があっての成功なの

ではないかと思いました。一緒に頑張ったプロコン

サートのメンバー，終夜祭のメンバー，先輩，山陽

放送サービスのみなさん，手伝ってくれた学園祭の

メンバーには感謝です。最高でした！

終　夜　祭
臨床心理学科　３年　大月　知佳　

　私たち終夜祭メンバーは，「今年は例年とは違う

終夜祭にしよう！」を目標に，４月頃から業者の

方々，メンバーと話をすすめ，様々な意見を出し合

ってきました。私がいつも無理難題を提案するせい

もあり，業者の方，後輩には迷惑をかけたと思いま

す。しかし，そんな無理難題に真剣に付き合ってい

ただけたおかげで，今回来場者全員に配布した終夜

祭オリジナル団扇，４校の委員長方に出演していた

だいたオープニング映像共々無事完成させることが

でき，終夜祭もとても良い雰囲気の中，終わりを迎

えることができたように思います。

　今年“パートリーダー”という終夜祭をまとめる

立場にたったことで，様々な経験をすることができ

ました。その中で，学園祭実行委員会の委員長・委

員会の仲間をはじめ，学生課の職員の方にも多大な

る迷惑をかけたと思います。また，当日朝早くから

手伝ってくださった先輩方や，プロコンサート担当

川崎神社
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2008 統一テーマ　Harmony ～響きあう心～
の友人たち，終夜祭を手伝っていただいた方々皆様

にこの場を借りて，感謝の言葉を述べたい気持ちで

いっぱいです。今年の終夜祭の成功は私だけの力で

はなく，皆さんの力あってです‼本当にありがとう

ございました！

学園祭を終えて
実行委員長　臨床心理学科　３年　山中　由紀　
　　総　務　医療情報学科　３年　本郷　ゆか　

　総　務　医療情報学科　３年　西川香菜子　
　　広　報　臨床心理学科　３年　守屋友里恵　

　広　報　医療秘書学科　３年　菅原　侑子　
　書　記　医療福祉学科　３年　出宮　由季　

　　書　記　医療福祉学科　３年　小笠原　唯　
　昨年，先輩方からバトンを受け取ったとき，自分

達がこんな大きなものを作り上げていけるのか，不

安でいっぱいでした。そんな中，この一年間，時に

はぶつかりながらもその都度話し合いをして，問題

や壁を一つひとつ乗り越えてきました。第34回学園

祭を無事に終えることができたのは，実行委員一人

ひとりがしっかりと仕事をこなし，学園祭を成功さ

せようと一致団結した結果だと思います。

　３年生のみんな，３年間本当にお疲れ様でした！

私は委員長としてみんなをサポートしなければなら

なかったのに，まったく逆だったよね。みんながい

たから，私は投げ出さずに委員長として立っている

ことができました。本当に，本当に，ありがとう！！

　１・２年生のみんな，学園祭楽しんでもらえたか

な？分からないながらに走り回ってくれたみんなに

とても感謝しています。みんななら，今年以上に盛

り上げてくれると信じています！

　最後になりましたが，第34回川崎学園祭を開催す

るにあたりご協力いただきました教職員の皆様，学

生の方々，地域の皆様，本当にお世話になりました。

そして，ありがとうございました。

学園祭実行委員

キャンパス風景
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地道に運動しています
臨床工学科　教授　望　月　精　一　

　就職したばかりの頃より，体重が随分と増え，い
よいよボーダーラインに近づいてきたので，最近は
できるだけ徒歩か自転車で通勤するようにしてい
る。元々スポーツは好きな方ではあるが，改めて運
動をするのはもうしんどくなってきたので，通勤時
に兼ねるようにしたわけである。しかし，張り切り
過ぎたせいか，足底腱膜炎になってしまった。学生
のみんなには「全力で頑張れ！」と言いつつも，年
齢とともに“ほどほど”も大切かなと思っている。
ウォーキングやサイクリングのメリットとして，ス
トレス解消，省エネ，二酸化炭素削減，（健康になっ
て）医療費削減などの効果はよく言われているが，
私の場合，英会話番組を聞きながら英語力のブラッ
シュアップ，ついでにビールの味もアップ（ダイエ
ットと矛盾するが大目に見てして欲しい），休みの日
には子ども達が一緒に散歩してくれることもある

（途中，自販機で何か買ってもらうのが目的か？），
などいろいろな副次的な効果もあるように思う。「継
続」の大切さは，イチローも言っている。彼のよう
に偉大な記録を目指すわけではないが，これからも
楽しみながら地道に続けたい。

ひととのご縁
保健看護学科　准教授　伊　東　美佐江　

　４月から岡山県人となって半年が過ぎました。親
子ともどもすっかり日常生活のペースが自分のもの
になり，私は今も山口弁丸出しですが，すっかり子
供たちは岡山弁になりました。白桃やピオーネ，マ
スカット，果物がおいしいことに大満足の日々です。
　10年前に米国で一緒のアパートに住んでいた友人
が，同じ岡山県人になることに驚きながら，色々と
相談に乗ってくれました。そして，岡山でも子供を
通じた友達ができました。「ワーキングマザーは大変
だね，無理しないでね。」と，多くの力添えをいただ
いています。１年前は予想もしなかったことですが，
前の職場で一緒に勤務していた同僚と今また同じ職
場でご一緒させていただいています。この半年間，
公私ともに人に恵まれたことをかみしめました。私
のワークライフバランスを考えるとき，とても人の
支えを感じています。人生ってとても不思議です。
自分で進もうと思って進むこともあり，「こうなった
のも何かのご縁」と感じることもあります。ここに

いなければ，出会わなかったかも…と，人と人を結
ぶめぐり合わせにとても幸せを感じます。そしてま
た，明日も自分のできる限り，頑張ろうと思います。

落とし込み釣り
医療福祉経営学科　准教授　櫻　井　啓一郎　

　休みの日には絵を描いたり，料理を作ったり，映
画を観たりと，いろいろなことを上達しないままや
ってきましたが，やはり子供の頃からの趣味である

「釣り」が一番の気分転換になります。小学生の頃の
川釣りから始まって，これまでに探り，投げ，ダン
ゴ，ルアー，フカセなど，「釣り」と名のつくものは
ほとんど手をつけてきましたが，このところはまっ
ているのが「落とし込み釣り」です。この落とし込
み釣りについて説明すると，対象魚はチヌで針に餌
をつけて落とすだけ，という極めてシンプルな釣法
です。しかし，単純であるがゆえに奥が深いのです。
竿・玉網・リール・ライン・ハリスの選び方から始
まって，針の大きさ，錘の重さ，餌の選定，そして
それらのつけ方，そして風や潮の流れを見て，いか
に海にいるチヌに気づかれずに自然の速度で落とす
かという非常に繊細な釣りで，人間と魚の駆け引き
を味わうことができます。餌は海ならどこにでも生
息しているイガイ・フジツボ・カニのいずれかで，
海を汚す原因となるあれこれ混ぜ込んだ市販のもの
は使いません。我々の仲間のルールとして25センチ
以上のチヌを１匹と数え，長さを測ったらリリース
してやります。毎年3000匹以上釣られる名人級の方
もおられますが，とても自分と同じ条件でやってい
るとは思えません。微妙に何かが違っているのでし
ょうね。だからこそ面白いのです。現在落とし込み
釣りのクラブにも属していて，年に２～３回の大会
に参加しています。なかなか結果は出ませんが，全
国の仲間と知り合えるのもまた落とし込み釣りの魅
力のひとつでもあります。

19
No.
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　本学の就職支援センターでは，従来の「就職支援」

に加え，各学科との協力体制のもと，「キャリア形

成支援」に全力で取り組んでいます。学生にとって，

人生の指針（目的・目標）が明確になれば，進路（就

職・進学）について意欲的に取り組むことができ，

目標達成のために「何をするべきか」が見えてきま

す。また，行動することにより，自分の「やりたい

こと」と「できること」の違いを自覚することもで

きます。即ち，「顕在意識」＋「潜在意識」を活性

化し，行動と体験によって自己概念（興味・能力・

経験・価値観）を明確にすることができるのです。

　この過程で最初にぶつかる，「何のために働くの

か」という難問に立ち向うためには，キャリアデザ

イン力を身につけることが重要です。キャリアデザ

インとは，「目標設定」⇒「目標達成のための行動（目

的）」⇒「目標達成度の確認（方針・計画）」⇒「更

なる実践活動（行動と体験）」となります。キャリ

ア形成支援は，全学年，全学科を対象としたもので，

仕事の「本質」に焦点をあて教授しています。

　仕事の「本質」とは何でしょうか。この問いに何

人の方が答えられるでしょう。実は，仕事の「本質」

を理解していないと，社会に出てから必ず大きな壁

に突き当たります。大学４年間で身に付けた，専門

的な知識，技術，技法，実習経験などのスキルとテ

クニックは，職場で非常に役立ちます。しかしなが

ら，そうして歩み始めても必ず壁に突き当たります。

「職場の人間関係が上手くいかない」「仕事のノルマ

や困難が乗り越えられない」「クライアントや顧客

とうまくかみ合わない」。

　それは，なぜか。仕事の「本質」を身につけてい

ないからです。「仕事の技術」を身につけても，そ

の奥にある，最も大切なものを身につけていないと

必ず壁に突き当たります。

　では，仕事の「本質」とはいったい何でしょう。

それは，極めて広く深い問いですが，実社会に向け

て少なくとも，「何のために働くのか」という働く

意義を理解していることです。「やりたいこと，な

りたいもの」に気づき，「できること」を行動と体

験の中で確かめながら，「何をやっている自分に意

味や価値を感じるのか」，実際の仕事を通して知る

ことです。実社会に出るとき，これらの問いをどれ

だけ深く問うことが出来たかが人生のターニングポ

イントとなります。

　「働く」とは何か。意味を深めると，「傍」を「楽」

にするという語源に行きつきます。「自分の働きが

誰かを楽にしている」「自分の仕事が誰かを幸せに

している」ということです。「自分という存在が誰

かを幸せにしている」ことに喜びを強く感じれば，

必ず「働きがい」につながります。つまり，この「働

きがい」という報酬を求めて行動すると，自然と能

力が発揮され，人間として成長し，人と人との出会

いによって役割や地位，給料や年収などを引き寄せ

る「力」となります。即ち，「働きがい」は「生き

がい」へと変化するのです。

　本学は，医療と福祉の専門大学です。多くの学生

は，病院や福祉施設等の現場実習やボランティア活

動，インターンシップを通して「ホスピタリティマ

インド」（最高のおもてなし）を身につけます。病

院や福祉施設で働く人は，患者様やクライアントに

元気になってもらいたい，という思い。ビジネスの

世界では，顧客に最高のサービスを届けたい，とい

う思い。その強い思いがあってこそ，「傍楽」こと

に「生きがい」を感じるのです。社会は「勉強でき

る人」を求めていません。仕事の「本質」を理解し，

創造的にチャレンジするビジネスパーソンを求めて

いるからです。

　では，仕事の「本質」を理解していないと何が起

こるのか。人は壁に突き当たると劣等感に陥り悩み

ます。職場が悪い，上司が悪い，環境が悪い，社会

が悪いと…全てを世の中や他人のせいに考え「外的

コントロール」を多用するからです。心理学の大

家ウイリアム・グラッサー博士（William Glasser，

「キャリア形成支援」を通して 〜仕事の「本質」を考える〜 
就職支援センター　就職課長代理　キャリアカウンセラー　齋藤尚志
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1925～）が提唱した「選択理論」です。この習慣が

実践されるところでは，基本的欲求が充足されず，

多くの問題が発生しています。

　では，なぜ人は７つの外的コントロールを多用す

るのでしょうか。残念ながら世の中のほとんどの人

が，外的コントロールで相手を変えられる，いや変

えなければならないと信じ込んでいるからです。一

時的に強制できたとしても，人は外的コントロール

では変えられないというのが真相です。しかしなが

ら，最近ではモンスターペアレントや職場での上司

と部下の関係，家族や夫婦間の諸問題，子供の教育

などで，不快極まりないストレスを抱え悲劇を生ん

でいるのです。

　例えば，「加点主義」で物事を判断する人は，提

案や指摘を「好意」と受け止めてくれますが，「減

点主義」で物事を判断する人は，それを「批判」と

捉え，７つの外的コントロール（批判する，責める，

文句を言う，ガミガミ言う，脅す，罰する，ほうび

で釣る）で責めてきます。更に人格否定まで行う行

為は，「レッドカード」に値するでしょう。

　人は様々な性格タイプに分かれています。物事の

捉え方がタイプによって違う以上，友好的な人間関

係を構築していくことは難しいものです。しかしな

がら，仕事の「本質」を理解し，外的コントロール

を排除して，一人ひとりの意欲・態度（規律・責任・

協調・積極）や保有能力（修得・習熟）を発展させ

れば，「人材」から「人財」へと発展させることが

できるのです。

　これから大切なことは，「質問型コミュニケーシ

ョン」（傾聴・共感・反映，要約，フィードバック）

を使った「助言手法」（カウンセリング・コンサル

ティング・コーチング）を多用し，相手に取るべき

行動を，自ら選択してもらうことです。質問型コミ

ュニケーションの特徴は，「あいづち」を打ったり，

共感したり，相手の話を反映することで，話の理解

度をお互いが確認しながらラポール（信頼関係）を

築くことができます。

　就職支援センターでは，「質問型コミュニケーシ

ョン」と「助言手法」を用いた学生支援に対応して

います。例えば，就職試験に何度も失敗したり，最

終面接で不合格になった学生は非常に落ち込んでい

ます。そんな時は，①ショックから立ち直るために，

ネガティブな気持ちの整理を一緒に行う「カウンセ

リング」②面接訓練の支援やエントリーシート・履

歴書などの書き方，Webサイトでのキャリアプラ

ンニング支援などの「コンサルティング」③その学

生個人に合った面接対策の方法をカスタマイズして

意欲を引き出す「コーチング」をすることにより，

ラポールを深めています。

　本学の「キャリア形成支援」は，仕事の「本質」に

焦点を当て取組んでいます。そのためには，①大学

４年間で「キャリアデザイン力」を身につけること。

②「外的コントロール」を排除してホスピタリティ

マインド溢れる人間形成を目指すこと。③質問型コ

ミュニケーションを使い「円滑な人間関係作り」「意

欲の引き出し」「発想の引き出し」を行い，個々の

能力が最大限に発揮できるよう全力で取組んでいます。

　世の中は混沌としたなか，どんどん変化していき

ます。既存の考えや価値観にとらわれていても全く

進化しません。就職支援センターは，常に新しい発

想で改善，常に新しいやり方で，川崎学園の特色を

活かした学生の就職支援に挑んでいます。

「選択理論」

①ひとが不幸な理由の大半は，満足できる人間
関係を持っていないからである。

②ひとが満足できる人間関係を持っていないの
は，どちらかあるいは両方が，関係を改善し
ようとして，外的コントロール心理学を用い
ているからである。

③そのような関係からは苦痛がもたらされるの
で，どちらかあるいは両方が，相手が用いて
いる外的コントロールから逃れようとしてい
る。

④外的コントロール心理学の表れ方は，致命的
な７つの習慣となる。

　　１．批判する　　　２．責める
　　３．文句を言う　　４．ガミガミ言う
　　５．脅す　　　　　６．罰する
　　７．ほうびで釣る
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資格試験を振り返って思うこと
臨床心理学専攻修士課程　　　　　　　　　　 

平成18年度卒業　三浦　恭子　

　大学院を卒業して半年後，臨床心理士資格試験が
行われた。だだっぴろい体育館のような場所に椅子
がずらりと並ぶ。今でも忘れられない緊張感がそこ
にあった。
　卒業後４月から心理職として働き始めた私は，試
験勉強と仕事を両立させるため，効率よく時間を使
うことを心がけた。それからは常に本を持ち歩き，
通勤電車の中では乗り物酔いしつつ過去問を解き，
仕事の休憩時には参考書片手にコーヒーを飲んだ。
　試験の時は，周りの鉛筆の音がやけに大きく聞こ
えて緊張が更に増した。が，その状況に慣れるにつ
れ，机上の勉強だけでは解けない問題が多くあるこ
とに気づいた。
　その時頭が真っ白の私を救ってくれたのは，大学
院で多くの先生方，先輩方の臨床を見聞きして教わ
ったことや，仕事を通して考え学んだことなどだと，
今振り返ってみて思う。また，共に学んだ仲間との
多くの語らいの中で，様々な見方や考え方に気付か
され，知識もいつの間にか蓄積されていったのかも
しれない。
　クリスマス間近，合格通知を手にした時は涙が止
まらなかった。同時に，自分に与えられたチャンス
を絶対に無駄にしたくないと強く思った。
　今，仕事の難しさや自らの未熟さを痛感する毎日
である。それでも，多くの人に支えられ，希望の仕
事ができる環境にいられることに心から感謝する毎
日でもある。「資格はゴールではなくそこからのス
タートだ」という恩師の言葉を忘れず，１つ１つ確
実に積み重ねていきたい。

合格への道
保健看護学科　　　　　　　　　　　　　　　 

平成19年度卒業　高倉　奈央　
　私は保健師を目指していたので，国家試験の前に
就職試験を決めることに苦労しました。周囲が国家
試験の勉強をする中，国試と関係のない就職のため
の勉強をするのは，とてもしんどく辛いものがあり
ました。11月の終わりに就職が決まり，それから国
家試験の勉強を行ったため，とてもあせりました。
まず，ひたすら看護師の国試の過去問題を解きまし
た。本当は何回も解きなさいと言われていましたが，

臨床心理士資格試験

看護師国家試験・保健師国家試験

合 格 へ の 道
社会福祉士国家試験合格を 

目指している４年生の皆さんへ
医療福祉学科　　　　　　　　　　　　　　 

平成19年度卒業　惣田　尚美　
　４年生の皆さん，卒業論文・就職活動・国家試験
という三重苦に追われ忙しい毎日を過ごしているこ
とと思います。福祉職へ就職する人，一般企業に就
職する人，様々だと思いますが，社会人になると環
境が変化し仕事で覚えることが多く疲れやすくなる
ので勉強する時間を作るのが困難です。社会福祉士
国家試験受験資格を得たのであれば学生のうちに試
験に挑戦し，１回で合格をした方が良いと思います。
　私が勉強に取り組み始めたのは３年生の時，国家
試験結果発表日に大学で行われた国試模試の日から
でした。試験結果を目のあたりにし，勉強しなけれ
ばいけないと思ったからです。ところがそれも長く
は続かず，卒業論文と就職活動が忙しくなると試験
日まで時間があるからと勉強を中断してしまいまし
た。その間にも勉強している人と差がつき，友人と
勉強の話をしたとき全く話についていけなくなり，
もう勉強しても間に合わないかもしれないと思いま
した。しかし試験の申し込みをした以上できる限り
やってみようと決意しました。
　まず，私が心がけたことは家に居ると休みたくな
るので，できる限り大学へ行くことです。大学での
国家試験対策に参加する以外にも図書館へ行くと試
験勉強をしている人がいるので自分も負けていられ
ないと休む時間を減らすことができました。そして
分からないことは後回しにしがちですが，苦手科目
を中心に過去の問題を解き，調べて理解することで
す。覚えたことでも紛らわしい文章問題に引っかか
っては意味がありません。なんとなく覚えるのでは
なくポイントを押さえ「試験に出たら絶対に引っか
からない！間違えない！」と思いながら勉強をしま
した。また，勉強に疲れ，分からないことばかりで
諦めそうになったときは友人に話をして自分も諦め
てはいけないと奮起しました。
　試験勉強をやめてしまった時期もあり，何度も諦
め，放棄したくなりました。それでも無事に合格す
ることができたのは，合格したいという気持ちを持
ち続け，勉強を中断しながらもなんとか続けたこと
だと思います。４年生の皆さん，辛い時もあると思
いますが理由をつけて途中で諦めたり投げ出したり
しないで下さい。モチベーションが下がった時は一
人で悩むのではなく友達と励ましあい，先生に相談
してみて下さい。私の体験が少しでも皆さんのお役
に立てることと学生生活最後を合格で締めくくれる
ことを心から祈っています。

社会福祉士国家試験
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時間がなく，一通りだけでもきちんと解くことを目
標にしました。ただ解答を見るのではなく，１問１
問，なぜこの答えになるのかを調べました。また，
勉強する時間と休日の時間をしっかり区別しまし
た。平日は，夜７時まで学校で，その後は家に帰っ
て勉強する，土日は遊ぶなどメリハリをつけること
によって，集中して勉強することができました。一
番大事なことは，一緒に勉強をする友達がいたこと
だと思います。自分とペースが一緒の友達と勉強す
ることで，自分のペースを保ちながら勉強したり，
励まし合いながら行うことができました。わからな
いところを教えあったり，問題を出し合いながら行
うことで，楽しく勉強できました。保健師や養護教
諭を希望する人は，遅れて国試の勉強を行うことに
なるので，とてもあせると思いますが，自分のペー
スを崩さず最後まで頑張ってください。

視能訓練士への道
感覚矯正学科　視能矯正専攻　　　　　　　　 

平成19年度卒業　石橋　陽子　
　初めはまだ大丈夫と第１回目の模試を軽い気持ち
で受けました。勿論？のこと，正解率は６割ありま
せんでした。このことで焦りは感じたものの何をし
たら良いのか困っていた時，先生が，“視能学（私達
の教科書）を３回読めば絶対成績は上がる‼ ”とい
うことを教えてくれました。教科書の読み込みなん
て続きそうにない私は，自分が継続できそうな方法
を考えました。
　いろいろ考えた私は先ず，視能学の１章分を（章
のページ数が多い時は，ページ数を半分にするなど
工夫もしながら）真剣に読み，その復習をかねて同
じ分野の過去問を解きました。また，分からなかっ
た所は友人や先生に必ず質問しました。１回目は，
時間がとてもかかり，辛く諦めてしまいそうになる
こともありました。しかしこれも，自分の将来の為
といつも言い聞かせていました。２回目を読み始め
た時は，１回読んだこともあって理解しやすく，サ
ーっと目を通して確認のために，先と同じ過去問を
もう一度解きました。当然ですが，問題を解くのに
必要な時間は短くなり，間違えた問題も減っていま
した。念押しの３回目は，視能学もパラパラ見る程
度で，過去問は間違えた問題だけを解き，また同じ
所を間違えたら，該当分野の視能学をもう一度読み
返しました。このサイクルを繰り返し，視能学３回
読破を達成した私は，その後の模試で正解率が８割
をこえ，順位も２位にupしました。
　国家試験と言うのは未知の世界で，誰でも怖いと
思います。でも解ける問題が増えると自信になり，
その取り組みも不思議と楽しくなっていました。こ
う思えたのは，納得できるほど勉強をしたからだと

視能訓練士国家試験

思います。努力すれば必ず合格できます。皆さん，
頑張って下さい‼

言語聴覚士国家試験奮闘記
感覚矯正学科　言語聴覚専攻　　　　　　　　 

平成19年度卒業　渡邉　　薫　
　国試対策はこつこつ頑張ることにして，９月頃か
らスタートしました。それでも実際は卒業研究や就
職活動があるため，国試対策だけに集中して取り組
むのは大変でした。膨大な科目と範囲の中で何から
手を付けるか悩みましたが，まずは過去問からはじ
めました。繰り返し過去問を解くことで，どの部分
が大切なのか傾向が掴み易かったです。対策授業に
加え，毎週のように模試がはじまると目の廻るよう
な忙しさでしたが，過去問だけでは補いきれない細
かい知識を補充出来るので時間を上手く使って復習
しました。国試直前まで過去問と模試を何度も何度
も解き直し，新しい知識はテキストに書き加える事
で自分なりのテキストを作っていきました。勉強方
法は本当に人それぞれなので早めに自分に合った方
法を定着させるといいと思います。
　国試を振り返ると，４年間一緒に過ごした仲間の
存在が大きかったです。深夜まで皆で集まり，勉強
した事が今では良い思い出です。国試は自分との闘
いですが，弱音を聞いてくれるのはやっぱり言語聴
覚専攻の同級生でした。疲れた時は無理せず，友達
とゆっくり甘い物でも食べながら笑ったり愚痴を言
い合ったりして上手にストレスと闘って下さい‼

人事を尽くして天命を待つ
健康体育学科　　　　　　　　　　 

平成19年度卒業　田中　義大　
　採用試験の結果発表を耳にしたのはちょうど一年
前です。電話越しの両親へ結果報告をしながら涙し
たことを思い出します。私は４年生になってもミッ
チリ詰まった授業，その後の部活練習。こんな毎日
だったため，採用試験の勉強に取り組んだのは部活
後の短期勝負でした。
　「現役では厳しいよ‼」「現役は無理よ‼」そんな
言葉を周りからも耳にする中，「見とけ，俺は絶対受
かってやる。」心の中で常に思いながらペンを動かし
ました。厳しいのは現実かもしれません。しかし，
絶対に無理ではありません。無理と思った瞬間無理
です。限られた試験勉強の時間は自分が納得するま
で必ずしました。
　全てを終えて思うことは，勝負は試験場にあるの

言語聴覚士国家試験

教員採用（保健体育）試験

合 格 へ の 道（つづき）
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ではなく毎日の生活にあるのだと強く感じます。ど
んな毎日を積み重ねるかです。試験場では日々積み
重ねた力をぶつけるのみです。「人事を尽くして天命
を待つ。」結果は後でついてきます。自分次第で何と
でもなる。何とでもする。そんな思いを持った大学
生活であってほしいと思います。「自分はできる。」
自分を信じて取り組んでください。後輩の朗報は我
らの喜び。応援しています。

メリハリを大切に
臨床栄養学科　　　　　　　　　　 

平成19年度卒業　根津　俊大　

　ゼミの仲間が勉強しているのを見て，「自分もそろ
そろ始めないとヤバいかもしれない」と思い，参考
書を購入したのは大学４年生になってからでした。
　勉強で心がけたことは，参考書の問題を解いて疑
問に思ったら，後回しせずに徹底的に調べるように
することでした。初めは，わからなかったことが次
から次へと出てくるので，何冊ものテキストや参考
書で調べました。それでもわからない場合は，先生
や友達にしつこく聞き，完全に理解するようにしま
した。それが効を奏したのか，フィーリングで解い
ていましたが，問題をよく読み考えて解くようにな
り，確実に点数がアップしました。
　法令や人物の名前など暗記が必要なものについて
は，「語呂合わせ」で覚えました。ゼミの仲間といろ
いろな語呂を考え，ゼミ室の壁に貼りました。また，
覚えにくい単語や数値などは，単語帳を作り実験の
合間に覚えるようにしました。
　４年生は，卒業研究や就職活動などで時間を作る
のが難しいです。いかに勉強する時間を作り，その
時間を有効に使うのかが合格へのポイントだと思い
ます。あとはメリハリをつけること。遊ぶときは思
いっきり遊び，勉強するときは真剣に勉強してくだ
さい。そして１日１日を大切に過ごしてください。
みなさんの健闘を祈ります。

合格への道
リハビリテーション学科　　　　　　　　　　 

平成19年度卒業　伊藤　智崇　
　“冬来たりなば春遠からじ”この言葉は私を常に励
まし，勇気づけてくれた言葉であり，同時に私たち
リハビリテーション学科の学生生活を象徴する言葉
だったと思います。国家試験合格までには，専門的
な知識や技術の吸収が求められる授業，その成果が
問われる多くの定期試験，そして日々の努力や人間

管理栄養士国家試験

理学療法士国家試験

的な成長が求められる長く厳しい実習がありまし
た。しかし，そのような苦しい道のりを経て国家試
験に合格できたのは，身近で親身になってくれた先
生方や，苦楽を共にしながら絆を深めてきた仲間，
私たちの社会での活躍を信じて支えてくれた親の存
在があったからだと思います。
　今，私は予てからの目標であった理学療法士とし
て働きながら，大学院生として研究を行っています。
日々の生活の中で思うことは，国家試験合格はゴー
ルではなくスタートだったということです。これか
らが本当の意味で，理学療法士として患者様により
よい治療を提供するために，知識・技術の向上や医
療人としての成長が求められると思います。後輩た
ちにも，本学の恵まれた環境の中で，学ぶ基盤と人
間性の基盤を育むことに多くの努力と時間を費や
し，充実した学生生活を送って欲しいと願います。

努力が結果に繋がる
医療福祉経営学科　　　　　　　　　　　　　 

３年　杉原　良昌　
　私は，経営学検定の初級を受験しました。この検
定を受験した理由は，就職及び就職後のために経営
学の知識を深めるとともに，それを証明するものが
欲しかったからです。
　試験２ヶ月前に検定対策講座に参加し，試験勉強
を始めました。当初は「試験は全問四肢択一だから，
山勘でなんとかなるのではないか」と考え，対策講
座以外では試験勉強を一切していませんでした。そ
の結果，試験１ヶ月前に受けた模擬試験（過去問）
での成績は散々で，このままでは合格できないと思
いました。そして，家で本格的な試験勉強を始めま
した。勉強時間は１日１時間半。勉強法としては，
対策講座で配布されたレジュメや過去問から問題の
出題傾向を掴みつつ，分野ごとに頻出箇所のキーワ
ード（用語や人名）や図表を列挙したオリジナルの

「検定対策レジュメ」を作成しながら，徹底的に暗記
しました。
　試験当日は，とにかく焦らないように落ちついて
受験することを心がけました。手ごたえはあったの
で，あまり心配はしていませんでしたが，それでも
合格通知を手にしたときはほっとしました。
　私は，「レジュメを作りながら覚える」という勉強
法を選びましたが，皆さんは自分のやりやすい方法
で勉強をすればいいと思います。この検定は山勘だ
けでは合格できません。地道な努力が結果に繋がっ
ていくと思います。

経営学検定

合 格 へ の 道（つづき）
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診療報酬請求事務能力認定試験 
に合格して

医療秘書学科　　　　　　　　　　　　　　　 
４年　古屋　寿枝　

　この資格は，将来，病院事務をする上で非常に役
に立つと思い，合格を目指しました。年２回試験は
実施されますが，就職活動，卒業論文があり，時期
的に４年生の７月をラストチャンスだと思い，勉強
に取り組みました。
　平成20年４月の診療報酬改定により，新しい点数
表で勉強を開始しましたが，新しい点数表に慣れる
のに時間がかかる上，新設・変更された項目が多く，
一から勉強をしなおさなければいけないので，一度
は受験を諦めようと思いました。しかし，絶対合格
したいと決心して今まで勉強し続けたのだから友人
と一緒に頑張ろう，と考え直し，時間を見つけては
問題をこなすようにしました。問題をこなすことで
点数表を引くスピードも速くなりました。また一度
出た問題はマーカーで引き，同じ問題で間違えるこ
とのないようにしました。その結果，合格すること
ができました。結果を聞いたときは，嬉しさより安
堵感でいっぱいでした。
　４年間を振り返り，同じ時期に複数の資格試験が
重なることが多いため，計画的に勉強をすることが
大切であること，また，最後まで諦めずに努力すれ
ば結果がついてくることが分かりました。多分野に
挑戦し，幅広い視野を養って“二兎追うものは二兎
とも得て”ください。

Let’s Challenge!!
医療福祉環境デザイン科　　　　　　　　　　 

平成17年度卒業　青山　純子　

　「あなたは，国家試験についてどう思いますか？」
社会人三年生になった今，私はやっとその意味がわ
かりました。
　私が学生の頃は，資格なんか持っていなくてもい
い，あまり関係ない程度にしか思っていませんでし
た。しかし，二級建築士を取得できた今，お客様の
家作りの打ち合わせやアドバイスなど，資格が無い
と携われない仕事を依頼される様になり，その仕事
内容がステップアップしました。名刺には二級建築
士の文字が書かれ，給料もアップして，自己満足で
笑みがこぼれます。
　一昨年の冬のある日，雑誌に書いてあった記事を
読んで，二級建築士取得を決意しました。それは，
姉歯事件による「建築士の見直し」により今後資格

診療報酬請求事務能力認定試験

二級建築士

取得が困難になるというものでした。幸い私は，学
生時代に受験資格を得ており，今後の事を考えると
今しかないと決心して国家試験合格までの一年間頑
張りました。
　決心はしたものの仕事と勉強の両立が難しく，仕
事ではミスや残業が増え，勉強の方は成績も伸びな
いまま半ばあきらめ掛けていました。しかし，試験
まであと二ヶ月のある日，相談した友人の一言で気
分一転，さらに私の周りの友人・会社の先輩・上司・
家族が励まし応援してくれる姿を見て，私の「やる
気」が全開になり，その日から試験までラストスパ
ートをやりきった結果，なんと学科試験と実施試験

（図面）を一回で合格という自分でも信じられない成
果を得ることが出来ました。
　振り返ると自分の強い信念があったからこその結
果であり，まわりの協力・応援があったからこそ，
乗り越えることが出来た国家試験の壁だったと思い
ます。辛い努力や経験をした後には必ず結果がつい
てくると思います。
　これが私の国家試験への道のりでしたが，「後輩の
みなさんはどう思いますか」。

資格試験を振り返って
医療情報学科　　　　　　　　　　　　　　　 

３年　西川香菜子　

　私は２回生の時に，初級システムアドミニストレ
ータと基本情報技術者の資格を取得しました。これ
らは両方とも情報系の資格です。将来は病院就職を
目指していますが，これからは情報の知識を持って
いることも重要になると思い，挑戦しました。
　初級シスアドも基本情報も講義で使用した教科書
を読み返し，重要と言われた所を復習しました。ま
た，参考書や過去問題集を買って，とにかく問題を
何回も解きました。その内に問題の出題傾向や時間
配分などを知ることができました。
　また，試験前の春休み・夏休みには学科で講習会
が行われ，集中して勉強を行うことができました。
休み中なので行きたくないと思うこともありました
が，きちんと参加してよかったです。この講習会は
細かい事も教えていただけ，質問などもしやすいの
でとても力がつきました。
　基本情報は学園祭などと重なっていたこともあ
り，あまり勉強ができていなかったのでとても不安
でしたが，合格という結果を出すことができて，本
当に嬉しく思いました。
　私がこれらの試験で１番大切だと思ったのは，「最
後まできちんとやり遂げる」ことです。試験勉強も，
そして実際の試験でも，途中であきらめてしまわず
にやり遂げることで結果はついてきます。「合格した
い！」という気持ちを忘れずに努力して下さい。

初級システムアドミニストレータ・基本情報技術者

合 格 へ の 道（つづき）
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新任教職員の紹介

　この度，保健看護学科に勤務させていただくことにな
りました。
　私は川崎医療短期大学学生から川崎医科大学附属病院
看護師，そして母校での教員と川崎学園に大変お世話に
なりましたが，一度学園を離れて岡山大学で看護教育と
研究に従事していました。今，川崎医療福祉大学で勤務
できることをとてもうれしく思っています。学園を離れ
て川崎学園創設の理念である「人間（ひと）をつくる」

「体をつくる」「学問をきわめる」によって自分が育てら
れていたのだと気づくことがありました。看護の対象は

「人間（ひと）」です。そして看護者も「人間（ひと）」で
す。楽しくうれしいことばかりではなく時には辛いこと
や悲しいこともあります。しかし，私は学園生活の中で
共に思いをわかちあえる同僚と支えてくれる恩師や先
輩，職員の方々そして患者様に出会い，様々なことを乗
り越え向上していこうとする自分の強さを得ることがで
きました。私は学生にとって師となり先輩となり，時に
は看護を追求していく同朋となり，本学園の理念，本学
の建学理念のもと看護の楽しさと学問としての看護とを
伝えていきたいと思っています。といってもまだまだ私
は発展途上です。皆様のご指導，ご鞭撻を賜りますよう
どうぞよろしくお願い致します。

　平成20年９月１日より，保健看護学科の講師としてお
世話になることになりました。徳島から自宅のある岡山
に帰って来られたこと，川崎医療福祉大学で勤務させて
いただくことを大変ありがたく思っております。
　私は，長く岡山大学病院で看護師として勤務していま
した。患者さんを看護させていただく中で，病と闘いな
がらも私たち看護師を気づかってくださる方，どんな時
でも笑顔を絶やされない方，最後まで希望を持ち続け懸
命に生きようとされている方，様々な臨床での出会いの
中から多くのことを学ばせていただきました。その後，
臨床から看護教育の場に移り，教育の場でも学生さんた
ちの熱意や優しさに支えられながら，今日まで教員とし
て続けられたのだと思っております。この大学でも，学
生の皆さんや職員の皆様との出会いを大切にさせていた
だきたいと思っております。
　この大学では成人看護学を担当させていただくことに
なりました。臨床経験の中から得た看護の楽しさややり
がいを講義や実習を通して，学生の皆さんにお伝えした
いと思っています。根拠を持って看護実践できる看護職
の育成に微力ながら尽力をしたいと思っておりますの
で，どうぞよろしくお願いたします。

　初めまして。９月より保健看護学科に助教として就任
いたしました大賀由花と申します。
　私は，看護師として総合病院に勤務した後，本学の保
健看護学専攻を修了しました。この度ご縁がありまして，
この恵まれた環境で教員としての第一歩を踏み出せるこ
とを，とても幸せに感じております。教員として，未熟
でありますし，手探りの毎日ですが，学生と共に，これ
からの医療や看護を考える機会を大切にしたいと思いま
す。
　研究を通じて，乳がん患者会「ＱＯＬ輪唱岡山アンダ
ンテ」，「ＱOＬ輪唱岡山テイクハート」，「１，２の３で
温泉に入る会」の皆さんと一緒に，賛助会員として活動
をしております。慢性のご病気を持ちながら生活されて
おられる方々から，自然のままに自分らしく生きること
の大切さを学んでいます。また，これからの医療を考え
る機会を与えていただいております。
　これからは，学ぶ立場から，教える立場に変わります。
臨床で得た知識や，患者会の活動から得た経験を，少し
でも学生に伝えていくことができたらと考えています。
私自身，まだまだ学ぶ課題がたくさんある状況ですので，
日々，努力していきたいと思います。皆様，どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

　はじめまして。８月から臨床栄養学科の助教としてお
世話になることになりました。
　私は本学の７期生として卒業後，本学の大学院修士課
程を修了し，その後，教員として短期大学に勤務してい
ました。就職した当初を思い返してみると，これまでの
学生という教わる立場から一変して，教える側に立つこ
とに期待と不安が入り混じりながら，教育現場での仕事
という大きな環境の変化の中で緊張していたことを覚え
ています。現在は，社会人として，教育者としてまた新
たな出発点に立ったことに深い感慨を感じています。こ
れまで経験から学んだことを少しでも学生の皆さんに伝
えることができればと思っています。私自身，まだまだ
成長していかなければなりませんが，学生さんと共に学
ぶ姿勢を大切にしながら，学生さんの視線で，何が分か
らないのか，何を学びたいのか自覚できるようなサポー
トができるように努めていきたいと思っています。
　ご縁あって川崎医療福祉大学に戻ってくることができ
たことに感謝し，学生の皆さんをはじめ教職員の方々と
の出会いを大切にしていきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いいたします。

　この度，臨床栄養学科で助教としてお世話になることに

　よろしくお願い 
　　　　　いたします

保健看護学科　講師 

大　倉　美　穂

　よろしくお願い 
　　　　　いたします

保健看護学科　講師 

太　田　浩　子

　よろしくお願い 
　　　　　　　　　致します

保健看護学科　助教 

大　賀　由　花

　よろしくお願い 
　　　　　いたします

臨床栄養学科　助教 

江　本　和　美

　よろしくお願い 
　　　　　　致します

臨床栄養学科　助教 

佐々木　妙　子
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新任教職員の紹介（続き）
なりました，佐々木妙子です。臨床栄養学科第６期生とし
て卒業して以来，川崎医科大学附属病院の栄養部に勤務し
ておりました。今回附属病院と兼任という形で，新たなる
チャンスを与えて頂いたことを大変光栄に感じていま
す。
　私自身，本校を卒業後，実践の中で，疑問に感じること
や学生時代にもっと学んでおけば良かったと思うことな
ど多々感じてまいりました。逆に就職して初めて本校の
カリキュラムの素晴らしさを実感しており，どうにかし
て現役生である後輩達に「今学ぶべき事」を伝えなければ
と感じていました。今後は学生の皆さんに臨地実習をと
おして，専門的な技術や知識を身に付けて頂けることと，
卒業後の即戦力として現場の雰囲気を体験して頂けるこ
とを目標に尽力していきたいと思います。また私自身も
まだまだ未熟者で，学生さん達と共に成長していきたい
と考えておりますので，ご指導の程よろしくお願い致しま
す。
　今後，大学の助教として，臨地実習受け入れ施設の職
員として，また一先輩として学生さん達にこの思いを伝
えていけることを大変楽しみにしております。どうぞよ
ろしくお願い致します。

　10月より，健康管理センターに勤務させて頂くことに
なりました。川崎医科大学附属病院開院の年に卒業し，
夢と希望に胸を膨らませて開院の体験をさせていただき
ました。臨床では先生方のすばらしい医療・教育に魅せ
られて病院が好きになり，今日迄，感動深い看護実践を
継続することができました。
　これまでの体験を活かして，学生さんの健康管理に貢
献できればと思います。大きな目標に向かって学生生活
を送られる中で，病気やケガはできる限り早期に解決し，
また，集団生活での安全性を考えた管理が重要と考えま
す。その役割を発揮するためには，関係各位の皆様との
調和が不可欠と考えます。どうぞ，ご支援をよろしくお
願いいたします。
　最近，AHA岡山トレーニングサイトのBLSを取得しま
した。どんどん新しい事にもチャレンジし，学びを深め
ていきたいと考えます。良い情報がありましたら，ご教
授くださいますようお願い致します。

　この度，10月より保健看護学科でお世話になることに
なりました花田美香と申します。大学での勤務は今回が
初めてとなり，毎日が緊張と期待の連続です。大学構内
もとても広く，各階の案内を確認してから動くこともあ
りますので，構内の把握は私の課題となっております。
また，保健看護学科の先生方や，学生の皆様とお話させ
ていただく機会が多くなってくるかと思いますので，皆
様のお名前とお顔を覚え，一日でも早くお役にたてる様，
日々，努力しております。至らない点もあるかと思いま
すが，今後とも何卒，よろしくお願いいたします。

　10月８日より図書館で勤務させていただいておりま
す，田村と申します。
　先日，こちらで勤務させていただけることが決まった
と同時に，念願の司書資格を取得することができ，大変
嬉しく思っております。とは言え，分からない事ばかり
で，ご迷惑をお掛けする事も多くあると思いますが，日々
学習する気持ちを忘れず，努力していこうと思っており
ますので，よろしくお願いいたします。

　９月16日より学生課でお世話になることになりま
した廣瀬由美子と申します。主に国際交流・留学生関係
を担当するということでとても楽しみにしております。
　私は今までも英語や教育に関わる仕事に携わってきた

「英語」「学校」好きで，また趣味は旅，約25カ国をこれ
まで旅してきました。日本を出ることでいろいろな意味
で視野が広がったと感じています。世界中の人達との交
流，珍しい料理・景色も魅力です。
　私が大切にしていることの中に，「様々な経験をする」
と「自分らしく」ということがあります。学生の皆さん
がそういったことも含め充実した大学生活を送るそのお
手伝い，サポートが少しでもできればと思っております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　２年半という短い期間でしたが，大変お世話になりま
した。多くの学生さんにめぐり会い，指導させていただ
けるこのような機会を与えてくださった，学科長および
諸先生方に深謝致します。私は，附属病院の職員と兼務
していたため学生の皆さんとは臨地実習でしか係わるこ
とがありませんでした。実習では，主に臨床栄養学実習
の肝臓，胆嚢，膵臓疾患分野を担当させていただきまし
た。皆さんに臨床現場を知って経験していただき，多く
の患者さんにめぐり会うことによって，さまざまな病態
や治療法，患者さんとのコミュニケーションのとり方，
チーム医療としての管理栄養士の役割など学んでいただ
けたと思います。栄養指導は治療の一環であるという認
識は，まだまだ薄いと感じられたかもしれません。治療
に対する貢献度や治療効果の向上を目指しながら栄養指
導を行っていくことが重要です。管理栄養士の仕事は，
とてもやりがいのあるすばらしい仕事だと私は思いま
す。卒業後のいろいろな夢を描きながら，自分の夢が実
現できるよう，一日一日を無駄に過ごすことなく一歩ず
つ前進していってください。

大学を去るにあたって

　はじめまして， 
　　　どうぞよろしく！

健康管理センター 

成　清　英美子

　よろしくお願い 
　　　　　いたします。

保健看護学科 

花　田　美　香

　よろしくお願い 
　　　　　いたします。

図　書　館 

田　村　和佳奈

はじめまして。
学　生　課 

廣　瀬　由美子

　お世話になりました
臨床栄養学科　助教 

西　　　玉　枝　
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　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（Faculty Development）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，FD活動の一環として，本学の全教員を対象に
平成17年度より毎年行っています。
　今日，社会的規模での広範な価値観の変化，高等
学校までの基礎教育制度の改正，18歳人口の減少に
伴う受験生の減少等の理由によって学生のスペクト
ラム化が進む中，大学での初年次教育が益々重要に
なってきています。その中でも思考の基本になると
いう意味において，『日本語教育』が全体のベースに
なるべきであると考えます。そこで今回は，ベスト
セラーとなった「頭がいい人，悪い人の話し方」の
著者であり，小論文・作文指導の私塾「白藍塾」の
塾長として有名な，多摩大学経営情報学部教授の樋
口裕一先生をお招きして，次のとおり研修会を開催
しました。

＜講演＞
○日　時：９月３日㈬　13：00～14：00
○場　所：本学講義棟４階4602教室
○テーマ：大学の授業における小論文の利用について

＜研修＞
○日　時：

【１回目】９月３日㈬　14：10～17：10 （34名参加）
【２回目】９月４日㈭　９：00～12：00 （28名参加）
【３回目】９月４日㈭　13：00～16：00 （25名参加）
○場　所：川﨑祐宣記念講堂２階会議室
○内　容：実際の学生の答案を利用した添削の研修

キャンパス・トピックス

　まず，講演では，小論文についての考え方や型を
教えることの重要性などのポイントを大学における
学生の基礎学力向上を目指した指導経験や「白藍塾」
における小論文指導の実績を踏まえながら説明して
いただきました。大学教授として教鞭をふるう先生
の話題には本学教員と共通する内容も多く，終始一
体感のある講演となりました。特に大学の教育への
小論文の利用については，先生は様々な経験と独自
の理論を持っておられ，聴講する教員の関心を大い
に集めました。
　引き続き，研修では，実際に学生が記述した小論
文の答案を本学教員が添削し，それに対して先生が
アドバイスをするという形で行われました。参加し
た教員は実践の手法を身につける機会として熱心に
説明を聴き，また，活発に質疑を交わす場面も見ら
れ，大変有意義な研修となりました。
　今回の講演と研修を通して，学生の語学力を底上
げするための組織的な指導体制の確立や適切な文章
指導の必要性について共通認識を持つことができま
した。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。

平成20年度FD研修会を開催
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キャンパス・トピックス

平成20年度第 1 回〜第 4 回　オープンキャンパス開催
　平成20年度のオープンキャンパスは，５回開催し
ますが，平成21年度入試志願者を対象の開催は４回

　今年度から，参加する方が都合のつく時間帯に参
加できるように受付時間を９：30～16：00とし，入
試概要説明やミニ講義を午前と午後の２回実施する
など，実施方法を工夫しました。が，午後のみの参
加者は少数で，やはり１日かけて全部のプログラム
に参加した方が多かったようです。
　なお，第２回目のみ岡田学長の「みなさんの将来
について―学長の切なる想い―」と題した講話があ
り，参加者は熱心に聴講しました。
　第１～３回オープンキャンパスでは，保護者対象
の「学生生活説明会」を初めて開催しました。まず
大学受験をサポートする「受験生援護センター」か
ら講師を招請して，“2008年親と子の進路計画　奨学
金”について，教育費の現状・各種奨学金制度，教育
ローンなど分かりやすく解説していただき，その後
入試課から本学学費についての説明も行いました。
また，「無料学食体験」も２回実施し，参加者に大変
好評でした。
　次に，各学科では，大学での授業を体験できるよ
う第１～３回に「ミニ講義」を実施しました。その

開　催　日　程 第１回
6 / 22 ㈰

第２回
8 / 3 ㈰

第３回
9 / 14 ㈰

第４回
10 / 11 ㈯・12 ㈰

参　加　者　数 552人 1,399人 542人 305人

開　催　内　容

・入試概要説明
・保護者対象学生生活
　説明会
学科毎の企画
・学科説明
・実習室見学
・ミニ講義
その他
・部活見学
・入試，就職相談

・学長講話
・入試概要説明
・保護者対象学生生活
　説明会
学科毎の企画
・学科説明
・実習室見学
・ミニ講義
その他
・部活見学
・入試，就職相談

・入試概要説明
・保護者対象学生生活
　説明会
学科毎の企画
・学科説明
・実習室見学
・ミニ講義
その他
・部活見学
・入試，就職相談

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

学食体験（無料） カップケーキプレゼント

学園祭と同時開催
無料ドリンク，かき氷・アイスクリーム（第２回目のみ）
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396人

で終了しました。日程および内容等は次のとおりに
実施しました。

他，教員や先輩が勉強の内容や学生生活の様子を説
明し，実習を体験できるコーナーを設置するなどい
ずれも好評でした。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。
　なお，時間を早めた「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。
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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。
⑴雲雀：ヒバリ　　　　⑵金糸雀：カナリア
⑶翡翠：カワセミ　　　⑷鸚鵡：オウム
⑸郭公：カッコウ　　　⑹矮鶏：チャボ
⑺百舌：モズ　　　　　⑻朱鷺：トキ
⑼啄木鳥：キツツキ　　⑽不如帰：ホトトギス
　この他，軍鶏（しゃも），音呼（いんこ），家鴨（あ
ひる）などなかなか読めないトリの名前の漢字があ
ります。ちなみに，キツツキは木を啄む（ついばむ）
鳥ということです。ホトトギスには子規，時鳥など
いくつかの漢字でも表現されます。

　「数独」というパズルをご存知ですか。新聞や雑誌
の コ ー ナ ー で よ く 見 る し， イ ン タ ー ネ ッ ト で

「sudoku」と入力して検索すると多くのHPがあり，
楽しむことができます。ニコリという日本の会社が

「数字は独身に限る」の意味で「数独」とネーミング
して雑誌に掲載したのがキッカケで，世界中に急速
に広まったそうです。ルールは「①空いているマス
に１～９までの数字のどれかを入れる。②タテ（９
列），ヨコ（９列），太線で囲まれた３×３のブロッ
ク（９個）のどれにも１～９までの数字が１つずつ
入る。」という簡単なものです。次の数独を解いてく
ださい。

　正解した方に抽選で，粗品を進呈します。

医療福祉学科　３年　川村　浩彰さん
医療福祉経営学科　１年　片田　誠二さん

前回正解者

7 4
8 3 9

6 1 7
4 1 6

8 7
5 2 3

5 1 4
6 5 8

9 8

協助会役員会開催

　平成20年度第１回協助会役員会が９月６日㈯10時
30分より，第２会議室にて開催されました。
　開会に当たり白石会長から，川崎医療福祉大学の
理念に導かれ，将来社会に役立つ人間として成長す
るための指導に対して，協助会として支援していき
たい旨の挨拶がありました。
　また，小池副学長より，近年は，精神的に脆弱で
あったり，知的障害を伴わない発達障害であったり
で，コミュニケーションの苦手な学生も増加してい
る。幸い，本学は，これらの学生に対しても対応が
うまくいっており，休学者や中退者は少ない。経済
的な理由による退学者への支援や国際交流を進める
ための学生にも支援をしていきたい。いろいろな課
題解決のために協助会の一層のご支援を願う旨の挨
拶がありました。
　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20年度入試結果及び学生数，平成19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20分に閉会いたしました。
　なお，次回役員会は，平成21年３月７日に開催さ
れる予定です。

中国・四国・九州地方で 

初めてタダコピを導入
　本学ではこのたび，中国・四国・九州地方で初め
て「タダコピ」を導入し，９月16日より本学事務室
にて運用を開始しました。
　「タダコピ」はコピー用紙裏面にフルカラー広告を
掲載することで，コピー料金を無料にするという仕
組みで，大学構内に「タダコピ」専用機を設置し，
運用されています。広告として掲載されるのは全て
大学生向けのものであるため，大学生側は無料でコ
ピーを利用できるだけでなく，学生にとって有益な
情報を手に入れることができます。大学側も，大学
生の経済負担を減らすことで学生支援を行え，有益
な情報発信源を提供することで，就職活動などのサ
ポートにもなります。
　テスト勉強・サークル活動・ゼミのレジュメなど，
大学における学生のコピー需要は高く，特に試験前
などは多数の学生がコピー機を利用しています。た
だし，一枚10円というコピー費用が学生の経済負担
になっている側面もあります。そんななか，大学生
を対象に無料のコピーを提供する「タダコピ」は，
学生・広告主・大学の３者にメリットがあるものと
して首都圏を中心に大きな反響を呼んでいます。
　本学では，この学生支援サービスにいち早く注目
し，「タダコピ」の導入が学生の経済負担の軽減と学
習支援に繋がることを期待しています。
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　皆さんはもう，2007年にノーベル平和賞を受賞したア
メリカのアル・ゴアの監修した映画「不都合な真実」は
ご覧になったでしょうか。地球と人類の未来のために，
地球温暖化防止を推進することが緊急の課題になってい
ることはよくご存知のことと思います。
　2005年２月に発効した「京都議定書」では，わが国は
温室効果ガスの排出量を2012年までに基準年の1990年レ
ベルと比較して６％削減することとされています。この
目標を達成するため私立学校に対しても，CO₂排出量抑
制等に関する自主的な行動計画を策定し，地球温暖化防
止に取り組むことが求められています。
　今年１月川崎学園では「地球温暖化対策推進委員会」
を設置し，学園としての行動計画を検討するとともに，
大学等の各施設独自のアクションプランも検討してきま
した。2007年度学園全体の電気，重油，水道，ガスの使
用量をCO₂排出量に換算すると，約30,000トンで，その内
の約50％は附属病院，20％は医科大学です。医福大は約
12％を占めており，排出量の多い月は，冷房を使う７・
８月と暖房を使う１・２月です。本学の当面のアクショ
ンプランは，次のとおりです。

川崎医療福祉大学 
地球温暖化防止アクションプラン

　１．共通標語の採用（学園共通　川崎エコプロジェクト）
　　『ちょっとのガマンで省エネ効果』
　　『温暖化防止　できることから始めよう』
　　『みんなで考えよう地球の未来』
　　『できるエコから　しているエコへ』

◦上記標語をHP上に数カ月おきに順次掲載し，温
暖化防止の呼びかけ

　　◦医福大ニュース等による温暖化防止の呼びかけ
　２．ポスターの作成配布（学園共通）
　　◦医療福祉デザイン学科にて作成
　　◦９月９日の地球温暖化対策委員会にて決定
　３．冷暖房温度の設定（学園共通）
　　①夏場は26～28℃，冬場は19～20℃に温度設定

②温度設定器に省エネシール『夏は26～28℃，冬
は19～20℃を厳守』の貼り付け

　　③各室のブラインドによる直射日光遮断の励行
　４．午後９時以降のネオンの消灯（学園共通）

◦棟屋の広告塔のライトアップを午後９時までに
変更

５．ゴミ３分別用ボックス及び紙リサイクルボック
スの設置（学園共通）
①もえるゴミ，ペットボトル，カン・ビンの３分

別用ボックス及び紙リサイクルボックスの設置
②資料作成するうえでの両面コピー等による紙の

削減推進
　６．エレベーター利用の抑制

①夏，冬，春期休暇中及び土曜日はエレベーター
３基のうち１基を停止

キャンパス・トピックス

②エレベーター内外に省エネシール『省エネと健
康のため，昇り２階，降り３階は階段を利用し
ましょう』の貼り付け

　７．温暖化防止に関する環境教育の推進
◦本年度の医療福祉研究費にて，田口教授，長尾

憲樹教授，梶田教授により計画中
　８．消灯の徹底

①担当教員又は学生による授業終了後の消灯の徹
底

②照明スイッチに省エネシール『こまめに消灯』
の順次貼り付け

　９．クールビズの推進
　　◦６月～９月はクールビズ
　10．その他
　　〔退出時間〕
　　◦退出時間の午後10時を厳守
　　◦各学科，各専攻による学生への周知
　　◦放送，見回り等による退出の促進
　　〔節水〕
　　◦節水コマの利用
　　◦省エネシール『すぐ止めて節水』の順次貼り付け
　　◦実験系の教室の水道の節水

　表題にもあるように，すべての人ができることから取
り組んでいくことが何よりも大切です。アクションプラ
ンに掲げた以外にも，マイバッグ・マイ水筒・マイ箸を
持参する，自動車やバイクから自転車に切り替える，植
樹をするなどいろいろ考えられます。温暖化防止のため
に，「こんなことをしたら」という名案があれば，是非オ
レンジボックスに投稿してください。検討させていただ
きます。そのうち本学のCO₂排出量がどれだけ削減され
たかグラフで一目見れば分かるようにしたいと思ってい
ます。
　私たちの未来のために，脱炭素社会に向けて，楽しん
で着実に省エネ，節電，節水，リサイクルに取り組んで
いきましょう。
　次の政府のロゴマークと統一スローガンの組み合わせ
は，インターネットなどで検索できて，いろいろな広報
活動や行事等で使うことが推奨されています。活用して
ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　（副学長　小池将文）

川崎エコプロジェクト「温暖化防止　できることから始めよう」
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図書館だより

　秋も深まり，読書に最適の季節になりました。学
生の皆さんは，日頃，どのくらい図書館を利用して
いますか。図書館は，本館棟の２階にあり利用しや
すい位置にありますので，１日１回とはいわず，何
回でも入ってください。
　さて，今回のお知らせは下記の２つです。
　秋学期も10月中旬から情報検索講習会を開催します。
講習データベースは，「医中誌WEB」「MAGAZINEPLUS」

「PubMed」「PsycINFO」です。これからレポートや
卒論を書く時，そのテーマを扱った論文が見つから
ない場合は，この情報検索を行えば，適切な論文を
見つけることができますので，ぜひ参加してくださ
い。因みに，基本的な論文の書き方に関する本は，
書架の「816.5」に分類されています。
　昨年開催して好評だった「学生選書ツアー」を今

年も11月に行います。「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。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。このお知らせ
が皆さんのお手元に届く頃には，「学生選書ツアー」
はもう終わっているかもしれませんが，毎年続けて
いく予定です。次回の参加をお待ちしています。 
　最後にお願いがあります。図書館には，「BDS」と
いう装置を備えています。入退館の際にゲート

（BDS）を通りますが，このシステムは，図書館資料
の無断持ち出しを防ぐ働きをしています。かばん等
の所持品を持ったまま入館できるという利点があり
ますが，カウンターで貸し出し手続きをしないで図
書資料を持ち出そうとすると，ブザーが鳴り退館で
きなくなります。ついうっかり？でこの装置を鳴ら
す学生さんが年間150名以上います。どうかご注意く
ださい。

同窓会だより

　学園祭には帰って 
　　　きてくださいね。

同窓会副会長　川上　紀子

　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？模擬店は繁盛しましたか？ DAIGO
に燃えましたか？ MINMIに魅了されましたか？お
笑い芸人に大爆笑しましたか？学園祭実行委員会の
皆様，本当にお疲れ様でした。
　私たち同窓会でも，昨年に続き『第２回ホームカ
ミングディ』という企画を開催いたしました。学園
祭１日目に３階レストラン前に大きな看板が立って
いたのを見かけ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・おむつ交換のスペースを設け，同窓生とそ
のご家族に利用していただきました。昨年の開催時
にお子さんの参加が多かったことから，本年度はマ
ットを購入し，『ちびっ子プレーゾーン』を設けました。
　参加していただいた同窓生のアンケートには「昨
年に引き続き参加させていただきました」「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。
　昨年度の14期生卒業で同窓会会員は１万人を超え
ました。年齢も新卒から家族をもつ世代と幅が広が
り，お父さん，お母さんになられている方も大勢い
らっしゃいます。そんな家庭を持った方々にとって
は『夜の飲み会』や『泊りの集まり』に参加しにく
くなるのが現実です。特にお子さんがいらっしゃる
場合，それはそれは大変になるのです…。
　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。「同窓会でのんびり過ご
すだけってどうなん？」と思われるかもしれません。
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。
　もちろん，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，それぞれの支部で講演会
や飲み会といった同窓会活動を行なっています。懐
かしい時代に戻ると同時に世代の違う卒業生同士の
新しい出会いの場となっています。
　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
なさんがお父さんやお母さんになった時に，「あ，そ
ういえば，大学の同窓会が学園祭の時に何かやって
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。
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平成20年度医療福祉研究費配分一覧
（単位：円）

№ コース 研究代表者 所　　属 研究分担者 研　究　課　題 配分額

1 A 伊東美佐江 保 健 看 護 学 科 ○掛田　崇寛　　　齋藤　美紀
　林　　信平

臨床看護師における自己教育力
と病院の教育背景との関連 998,300

2 A 久我原朋子 保 健 看 護 学 科 ○山本八千代　　△大橋　一友
　伊藤　隆男

妊婦の歯周病発症に関わる要因
の検討 999,200

3 A 田淵　昭雄 感 覚 矯 正 学 科 ○菊入　　昭　　　藤原　篤之 老人ホーム利用者の視機能の現
状調査 966,000

4 B 清水　光弘 臨 床 心 理 学 科 ○三野　節子　　　金光　義弘
精神的健康度の縦断的分析：新
入大学生の大学生活への適応過
程

993,000

5 B 渡辺　裕一 医 療 福 祉 経 営
学 科

○太田　英子　　　松本　　定
　荒谷眞由美　　　植田麻祐子

医療福祉マネジメント学科卒業
生の職業経歴と職務意識に関す
る調査研究

999,609

6 B 梶田　博司 医 療 福 祉
デ ザ イ ン 学 科

○田口　豊郁　　　長尾　憲樹
　福田　孝雄　　　仁宮　　崇
　小谷　怜奈

川崎医療福祉大学における環境
人材育成ビジョン
―環境教育のための環境関連科
目の体系化および環境教育プロ
グラムの構築―

964,000

7 C 小林　春男 医 療 福 祉 学 科 ○吉田　浩子　　　原野かおり
　Gururaja, D

睡眠・覚醒リズムおよびストレ
スからみた介護職員の疲労解析 999,000

8 C 秋定　　健 感 覚 矯 正 学 科
○熊倉　勇美　　　三村　邦子
　福辻　賢治　　　池野　雅裕
　矢野　実郎

進行頭頸部癌に対する超選択的
動注化学放射線療法における構
音・摂食・嚥下機能の検討

669,000

9 C 国安　勝司 リハビリテーション
学 科

○井上　桂子　　　古我　知成
　髙橋　　尚　　　氷見　直之

乳酸性作業域値を指標とした段
階的トレッドミル運動負荷が多
発性脳梗塞ラットの高次脳機能
と脳由来神経栄養因子の発現に
関する研究

1,492,000

10 C 望月　精一 臨 床 工 学 科 ○茅野　　功　　　仲本　　博
　小野　淳一

中間周波数電磁界が微小循環に
及ぼす影響の定量的評価 1,500,000

11 C 立花　博之 臨 床 工 学 科 ○鈴木幸一郎　　　小笠原康夫
　茅野　　功

ドクターヘリ救急医療情報ネッ
トワークの開発
―救急医療情報配信サーバ，お
よび画像・生体情報伝送システ
ムの試作―

1,400,000

12 D 福田章一郎 感 覚 矯 正 学 科
○川上　紀子　　　竹田　恵子
　秋定　　健　　　池野　雅裕
　矢野　実郎

高齢者の生活状況別にみる難聴
者の実態と補聴器使用に関する
研究

2,000,000

注）研究分担者　　○：副研究代表者　△：学園外

　平成20年10月11日㈯，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32.2%で，昨年の32.0%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。
　当日は晴天にも恵まれ，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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室編 集
◦夏休みが終了し，秋学期が開始しました。体調を崩しやすい季節ですが，うがい・手洗いをしっかり

して元気に過ごしていきましょう。
◦朝晩の涼しさとはうらはらに残暑の厳しいなか，第34回川崎学園祭が開催されました。普段とは違っ

た活気あるキャンパスに学生だけではなく教職員も大いに盛り上がり，大成功をおさめました。
◦誰もが不安を感じる就職活動について，各学科の先輩方からメッセージをいただきました。就職活動の大

変さ，それを乗り越えた時の達成感…少しでも励みになり，将来を考える際の手助けになると嬉しいです。

大　学　行　事
12月７日 推薦入試
12月10日 推薦入試合格発表
12月24日 学部）秋学期代替授業（月曜日分）
12月24日～26日 大学院）集中講義
12月24日～１月３日 大学院）冬季休業
12月25日～27日 学部）集中講義
12月25日～１月３日 学部）冬季休業
１月５日 学部・大学院）授業開始
１月６日～22日 一般入試前期出願期間
１月６日～16日 センター試験利用入試前期出

願期間
１月27日 大学院）秋学期授業終了
１月27日～28日 学部）秋学期代替授業（月曜日分）
１月28日 学部）秋学期授業終了
１月28日～２月３日 大学院）秋学期試験期間
１月29日 学部）秋学期代替授業（金曜日分）
１月29日 学部）秋学期授業終了
２月１日 一般入試前期
２月２日～３日 学部）秋学期補講
２月２日～13日 大学院入試（修士２期・博士

後期２期）出願期間
２月４日～18日 学部）秋学期定期試験
２月６日 一般入試前期合格発表
２月６日 センター試験利用入試合格発表
２月９日～17日 一般入試前期入学手続期間
２月９日～18日 センター試験利用入試前期入

学手続期間
２月19日 大学院入試（修士２期・博士

後期２期），編入学試験（二次
試験）

学会等開催〔予告〕
11月22日～23日 全国シェルターシンポジウムinお

かやま
11月22日 自閉症児のための水中運動教室
11月22日 日本病態栄養学会症例検討分科会

―中国・四国地区―
11月23日 岡山県音楽療法研究会
11月27日 ヘルシークッキング
11月29日 犯罪被害者支援講演2008inおかやま
12月１日 自閉症特別講座
12月１日 セミナーＡ（自閉症勉強会）
12月５日 保護者のための自閉症勉強会
12月８日 自閉症特別講座
12月13日 日本静脈経腸栄養学会中国支部会

12月13日～14日 中四国ブロック新人教育プログラ
ム（視野検査）

12月13日～14日 乳房超音波講習会，認定試験
12月14日 健康運動実践指導者認定試験
12月15日 自閉症特別講座
12月22日 自閉症特別講座
１月15日 セミナーＡ（自閉症勉強会）
１月17日～18日 中四国ブロック新人教育プログラ

ム技術日程
１月19日 自閉症特別講座
１月25日 社会福祉士・介護福祉士国家試験
１月26日 自閉症特別講座
１月26日 セミナーＢ（ひきこもり勉強会）
１月27日 保護者のための自閉症勉強会
２月２日 自閉症特別講座
２月９日 自閉症勉強会
２月10日 セミナーＡ（自閉症勉強会）
２月16日 自閉症特別講座
２月16日 保護者のための自閉症勉強会

視察往来（ 7 月16日〜11月20日）
７月17日 台湾 慈済技術学院代表団
７月30日 オックスフォード大学一行来学
９月30日 上海中医薬大学一行来学

人　事　異　動
〈配置換〉 新  旧
松岡名保子 医大学長秘書室 学長秘書室事務職員
　　　　　　事務職員

（10月１日付）
〈新任〉  
江本　和美 臨床栄養学科助教  （８月１日付）
大倉　美穂 保健看護学科講師  （９月１日付）
太田　浩子 保健看護学科講師  （９月１日付）
大賀　由花 保健看護学科助教  （９月１日付）
廣瀬由美子 学生課事務員  （９月16日付）
佐々木妙子 臨床栄養学科助教  （10月１日付）
田村和佳奈 図書館事務員  （10月８日付）
花田　美香 保健看護学科事務員 （10月14日付）

〈退職〉  
増田　利隆 臨床栄養学科助教  （６月30日付）
辻岡　克彦 臨床工学科教授（逝去） （７月21日付）
西　　玉枝 臨床栄養学科助教  （９月10日付）
江口　淳子 リハビリテーション学科講師 （９月30日付）
大智久美子 中央教員秘書室事務員 （９月30日付）
野島加奈子 学生課事務員  （９月30日付）
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