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　今回，医療福祉大学newsの一般寄稿を依頼され
まして，何を書こうかと考えましたが私がこよなく
愛するサッカーのことについて書いてみることにし
ました。
　私は現在医療福祉大学男子サッカー部の監督をし
ておりますが，㈶岡山県サッカー協会では，女子担
当理事（５種委員会）ですので，今回は岡山県にお
ける女子サッカーについて書いてみたいと思いま
す。湯郷ベルは活躍していますが，私は土台となる
年代を総括していますので，今回は湯郷ベルのこと
は書きません。サッカー競技は１種から５種に分け
られており，１種は社会人と男子学生からなり，２
種は高校生年代，３種は中学生年代，４種は少年，
５種が女子です。
　皆さんは女子がサッカーをやることをご
存じでしたか？以前は男子と差があって，
ボールもひとまわり小さく（男子は５号球，
女子は４号球）て，胸でボールを処理する
のが（トラップ）大変だということで胸へ
のボールは手で止めてもよいという風にな
っていました。グラウンドの大きさも男子
の（縦110ｍ，横68ｍ）より小さめに設定
されていました。現在はこのようなことは
一切なく，男子と同等になっています。ゲ
ーム時間も最大は90分で，年代や大会によ
り70分の場合もあります。人数は11人（１
チーム）です。
　女子のカテゴリーも男子と同様に，Ｕ−
12，Ｕ−15，Ｕ−18，成人というように年
齢によって区切られています。男子にシニ
アがあるように女子にはママさん（現在は
レディース，オーバー40才）のカテゴリー
もあります。この年代別の考え方は段階的
に選手を育成する考えと，生涯スポーツと
してのサッカーを考えるという２点からな
りたっています。
　サッカーには選手だけでなくレフリーも
必要です。レフリーの資格は，１級から４
級に分けられています。４級は以前はライ
ンズマン（線審）と呼ばれていましたが，
現在は副審とよばれ主審をサポートする役
割も与えられています。この資格も現在は
１年更新です。
　Ｊ−リーグやなでしこリーグでは，プロ
の主審もいますが，岡山県内や中国地区で
出会うのは１級までです。３級２級という
ように順番に取得していきますから１級を
取得するにはかなりの努力を要します。試験には筆
記と体力テストがあります。選手の動きに応じた動
きも求められますから持久力は大切です。
　岡山県では，近年，女子の大会は女子レフリーで
やるようにと言われています。なぜなら，最初に書
いたように，種別の大会が同時に行われることも多
いので，男子審判の数が足らなくなるからです。し
かし，女子選手でレフリーを掛け持ちでやることは，
体力的にも難しいです。若い中学生，高校生，大学
生を養成することも可能ですが，それぞれが岡山に
残るとはかぎりません。この点が現在の女子委員会
の課題です。
　さて，選手の話にもどしますが，少女（小学生）
年代から地域のクラブチームでボールを蹴っている
子もいます。男子の中に混じったり，少女だけだっ
たりしますが。
　この子たちが大きくなって小学５，６年になると
Ｕ−12の選手として活躍できるようになります。こ
の年代では，日本一を目指す日本サッカー協会主催
の大会はありません。小さいころから競争させない
方針なのでしょうか，でも選手の中には全国一にな
りたいと思っている子もいます。（大人が作る矛盾
点かも？）中学年代になると女子サッカー愛好者は

最初の壁にあたります。クラブチームもありますが
（岡山では６チーム），学校体育が中心ですからそれ
ぞれの中学校で部活にはいることになります。この
部活で女子サッカーを行っているのは，県内で２校
です。そこで地域のクラブチームを目指しても距離
の問題もあり，やむなく他の部活をやることになり
ます。この年代が空白期間になるのです。ただ，近
年は，中学校の先生にも理解をいただいて男子の中
にいれてもらえるようになってきました。このこと
は女子のサッカーレベルが向上してきたことと関係
があるかも知れません。
　同時に，女子で登録しておけば，男子の大会にも
出場可能という制度を作ったことも後押しをしてい

ると思われます。
　この年代の問題点として指導者不足があ
ります。女子は素直ですし，上手に指導す
ればいいチームができると思います。ぜひ
チャレンジを…
　高校に進学してサッカーを続けようとす
ると，県内では公立の総社と芳泉と私立で
は作陽高校があります。サッカーで公立に
入るのは難しく，作陽にもすべての人が入
れるわけではありません。そこで，広島や
兵庫の高校に流出するという現実がありま
す。
　男子サッカーで実績のある高校が女子部
を作ってくれるように呼びかけていくこと
が我々に必要とされることです。
　高校を卒業すると，岡山に帰ってくる人
もいます。大学としては吉備国際大学と県
立大学に女子サッカー部がありますが，吉
備国際は全国から選手が入学して，全国大
会や全日本選手権にも出場している強豪で
す。県立大は指導者がいれば延びてくるチ
ームです。この２校を含めて卒業生の受け
皿はクラブチームとなります。
　ここからは，松枝が監督をしている女子
サッカーチームを紹介します。名前はＦＣ
ブランカス倉敷といいます。総勢24名，コ
ーチ２名，年代は中学生から成人まで，経
験者もいますが，初心者もいます。活動拠
点は松島，早島で，グラウンドを借用しな
がら毎週日曜日の午前中と水曜日は庄小学
校で７時からナイターで練習を行っていま
す。初心者にはやさしく，経験者には厳し
くをモットーに努力する人が報われるチー
ムをめざしています。ちなみに，現在のキ

ャプテンは医療福祉大学健康体育学科３年生の市山
恵さんです。その他にも健康体育１年生，リハビリ
テーション１年生もいます。この医福大ニュース
を読まれて，私もサッカーやりたいと思われる方
は，メールアドレスに連絡ください。matsueda@
mw.kawasaki-m.ac.jp
　この原稿を書いている途中に，新潟国体の女子サ
ッカーの部門での岡山代表の初優勝の知らせがはい
ってきました。まことにおめでとうございます。
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2009年度　岡山県選手権　総社高 VS FCブランカス倉敷
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夏休み活動トピックス

医療福祉学科の夏 

―社会福祉援助技術現場実習―

医療福祉学科　講師　岡
おか

本
もと

宣
のぶ

雄
お

　今夏，医療福祉学科では，157名の学生が社会福
祉援助技術現場実習（社会福祉士実習）を，延べ数
にして161カ所の施設や機関にて24日以上かつ180時
間以上（休日を加えると約１ヶ月間）の期間，実習
を行いました。実習の準備はすでに２年次春からの
実習・演習の講義から始まっており，実習施設・機
関の職場，利用者の理解，ソーシャルワーカーの業
務と役割などを学習し，本実習に臨みました。今夏
の実習中，新型インフルエンザの流行にてその対応
に追われましたが，本学科の学生には幸い感染者も
なく無事に実習を終えることができました。
　わたしは本実習では，高齢者分野の特別養護老人
ホームと地域包括支援センターを担当し，実習期間
の半ば頃に実習先に巡回訪問指導へ行きました。わ
たしは熱心な指導者のもと様々な援助場面でソーシ
ャルワーカー（生活相談員，社会福祉士等）として
業務を遂行する上での視点や知識や技能を理解し，
いつもの自分から少し背伸びをし，様々な事柄に挑
戦している学生の姿を目の当たりにし，たいへん頼
もしく励まされました。これは現場の人を育てる力
であると実感しました。
　わたしは実習の重要な意義のひとつは，生活課題
に直面している利用者と実際に出会い，その具体的
に個別的な支援に携わることにあると思います。基
本的に社会福祉の対象は「ひと」であります。本実
習においても実習生は懸命に利用者との信頼関係を
築き，支援に必要な利用者に対するアセスメント（事
前評価）を行いました。それには病歴，ADL，認知度，
その他，複数の項目が含まれます。実習生にとって
この課題は，単にこれらの項目を埋める作業でなく，
利用者自身が辿ってきた人生で「大切にしてきたこ
と」「今，大切にしていること」を知る機会であり
ました。実習における利用者とその方の生活の基盤
にある「価値」との出会いは，日々，苦労しながら

も生きる，ひとのいのちの尊さと人生の重みについ
て学ぶ貴重な時として，ソーシャルワーカーの専門
職を目指している実習生にとって大きな財産となっ
たと思います。実習生を深い愛情をもち，熱心にご
指導していただいた指導者の皆様，利用者の皆様に
心より感謝いたします。

臨床心理学科平成21年度 
公開セミナーを開催

臨床心理学科　准教授　進
しん

藤
どう

貴
たか

子
こ

　臨床心理学科の公開セミナーは，毎年，各教員の
得意分野を生かしたテーマでおこなっています。今
年度は６月に寺崎正治教授による「感情とパーソナ
リティの心理学」（授業開放型講座），７月に保野孝
弘教授による「中学校教諭，養護教諭のための子ど
もの眠りと健康講座」（少人数制セミナー，同内容
で２回開催），そして９月に永田博教授による「乳
幼児の文字との出会い　本の世界を子どもと楽しむ
ために」と３つのセミナーを開催し，各回のテーマ
に応じて地域の方から専門家までさまざまな立場の
方が参加くださいました。
　９月のセミナーには，子育て中の若いご両親と，
保育士など子育て支援の現場の方などが参加くださ
り，幼児が文字を判別する能力の実際について，永
田教授による詳しい解説を受けました。子どもに文
字を教えるには簡単なひらがなの「あいうえお」か

実習振返り会　特別養護老人ホーム あさひ園（岡山市北区）にて ９月セミナーの様子
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らだと考えがちですが，子どもは漢字・ひらがな・
カタカナの区別などなく文字の形そのものを目に焼
きつけており，「魚」「自動車」「テレビ」など生活
の中の事物とむすびついた普通の表記がもっとも自
然に身につくことが，豊富な実験データから示され
ました。１歳ごろから物の名前を表示して多くの文
字に触れさせた子育ての実例もパワーポイントで示
され，楽しく学びました。

今年も韓国に研修へ行ってきました！

保健看護学科　教授　伊
い

東
とう

美
み

佐
さ

江
え

　平成21年８月18日㈫から21日㈮の間，本学保健
看護学科学部学生７名，大学院修士課程助産学コ
ース学生１名と教員１名が，韓国での短期海外研
修を行いました。交流の続いているEwha Womans 
University（梨花女子大学）健康科学学部看護科学
学科で学生間交流を行った他，梨花女子大学の附属
病院Mokdong Hospitalでは，今年開設したHealth 
Promotion CenterやCancer Center for Womenも見
学し，現状を伺いました。また，開業助産所では，
思いがけず出会ったお産に感激し，センター長の
Sim助産師から多くの姿勢を学びました。
　初めての英語の大学紹介では，前夜にホテルの１
室に集まって皆で予行練習し，緊張の中終わりまし
た。さらに，ソウル市内の世界文化遺産である昌徳
宮と宗廟を見学し，明洞でのショッピングや観劇も
楽しみ，韓国の歴史や文化に触れた研修でした。こ

の体験から，異文化に触れることで他者との相違を
理解し自分と違った価値観を受容すること，国際性，
そして異なる学年で研修を共にしたことによる社会
性など，看護に求められる資質として大切なものも
体験したように思います。
　短い期間でしたが，とても実りの多い研修となり
ました。

香川県橋本病院の見学実習について

感覚矯正学科　教授　熊
くま

倉
くら

勇
いさ

美
み

　夏休みを利用して，今年（平成21年）も９月19日
㈯に香川県三豊市の橋本病院での感覚矯正学科言語
聴覚専攻３年生全員の病院見学実習が行われた。今
年もと書いたのは，橋本病院に夏休みの期間を利用
して見学実習をお願いするようになって，通算して
４回目になるからである。３年生は既に春学期に「摂
食・嚥下障害」の講義と演習，実習を済ませている
が，この見学実習は，その復習も兼ね，病院の現場
で「摂食・嚥下障害」を体験的により実際的に学ぶ
チャンスである。
　朝の７時30分に福祉大学の体育館前に集合，教員
２名とともに学生27名はバスで移動。瀬戸大橋を渡
り，１時間30分後には病院に到着した。早速，白衣
に着替え，病院スタッフによるオリエンテーション
の後，グループに分かれての実習が始まった。この
見学実習の目玉は，なんと言っても「ビデオ嚥下造
影（VF）」の復習と実体験である。レントゲン撮影
時の注意事項をおさらいした後，一人ひとりがVF
を実体験した。この体験によって，「検査を受ける
立場の患者様の不安が良く分かった」という感想を
全員が口にしていた。他に，摂食・嚥下障害の患者
様のための食事介助，栄養サポートチームに関する
講義，「嚥下食」の試食。口腔ケアの講義と実習など，
盛りだくさんの内容で，あっという間の一日であっ
た。５時30分には橋本病院のスタッフに感謝しつつ
慌しく帰路についたが，連休前の土曜日ということ
で帰りの高速道路が渋滞するのではと心配した。し
かし，予定より早く７時前に大学に全員無事帰着し

夏休み活動トピックス
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た。
　大学に戻ってからは，演習の時間を使って27名分
のVF読影を行い，他の人たちとの比較を行うこと
で，正常嚥下というものの理解を深めることができ
た。この見学実習は学生の人気も高く，他の養成校
にはない，特別プログラムであり，ぜひ今後とも継
続して行きたいと考えている。

救急法講習会

健康体育学科　講師　桃
とう

原
ばる

　　司
つかさ

　平成21年９月25日㈮～27日㈰，健康体育学科３年
次生54名を対象に，日本赤十字社救急法基礎講習会・
救急法救急員養成講習会を開催しました。３日間で，
のべ18名のボランティア指導員の方々にご指導いた
だき，とても感謝しています。
　講義では，単に知識を詰め込むだけでなく，「救
急法を学ぶ意義」そして「人の命を助ける難しさ」に
ついて，指導員の方の経験を踏まえて説明していた
だき，学生にとって貴重な体験になったと思います。
　初日の実技では，一次救急処置（心肺蘇生法・
AEDの使用方法・気道異物除去など）についての
説明後，実際の場面を想定した救助法を行いました。
２日～３日目は，傷の手当（止血法・包帯法），骨
折の手当，搬送などの知識・技術について学びまし
た。
　ある指導員の方からの，将来，消防士や保健体育

教諭，養護教諭を目指している人は無論のこと，そ
うでなくても，自分の家族が助けを要する場面に遭
遇した際に，適切な処置ができるように救急法を習
得して欲しいとの言葉は，とても印象に残っていま
す。
　最後に，今回の講習会で得た知識や技術に加え，

「人を助ける勇気」が持てるように，さらに努力し
て欲しいと思います。

夏の大収穫祭

　臨床栄養学科　講師　中
なか

村
むら

博
ひろ

範
のり

　８月上旬，臨床栄養学科・野菜クラブの大収穫祭
を行いました。
　野菜クラブは，臨床栄養学科の学生と教職員が野
菜の栽培を一緒に体験しながら，学科内の交流をさ
らに深めていくことを一つの目的としてはじめた活
動です。
　春学期は100名近い参加があり，異学年混合で編成
した７つのチームが，ミニトマト，ナス，キュウリ，
スイカなどの夏野菜の栽培に挑戦しました。厚生棟
の屋上庭園の一角を菜園として使用し，５月の連休
明けにそれぞれ苗を植え付けました。植え付けた苗
は太陽とみんなの愛情によって日増しに生育してい
き，順調に花を咲かせ実をつけていきました。無農
薬栽培だったため害虫の発生を心配しましたが，屋
上というのが幸いしたのか害虫による被害はほとん
どありませんでした。はじめての収穫では，みんな
の笑顔があふれ収穫の喜びを十分に感じることがで
きました。７月上旬，日差しが強くなるにつれ本格
的な収穫期となり，ナスやキュウリは次々と実りま
した。キュウリは曲がったものもありましたが，採
りたては香りと瑞々しさが格別でした。ミニトマト
は，完熟すると菜園を華やかにして，十分な甘みが
ありました。
　８月上旬，学期末試験も一段落したところで，夏
の大収穫祭を行いました。学科の先輩・後輩が一緒
になって楽しく作れるメニューということで，夏野
菜を使ったピザとパスタを収穫祭のメニューとしま

夏休み活動トピックス
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した。ピザは，本格的にピザ生地づくりから行い，
チームごとにトマト，ナス，ゴーヤなどを自由にト
ッピングして焼き上げました。パスタは，冷凍保存
しておいたミニトマト（冷凍すると，湯むきせずに
皮を除くことができる）と栽培したバジルを使って
冷たいパスタを作りました。学科の先輩と後輩がわ
いわい話をしながら一緒になって料理を作っている
姿は新鮮でとても良い雰囲気でした。ピザもパスタ
も，それぞれのチームで個性的なものが出来上り，
みんなで太陽の恵みに感謝しながら美味しくいただ
きました。
　春学期のおよそ３か月間，異学年の学生が一つに
なって野菜の栽培を行いました。この活動を終えて，
異学年間に新しい関係が少しずつ生まれてきていま
す。野菜クラブの活動をきっかけにして，学生生活
がより充実したものになればと思います。

夏休み病院見学レポート
リハビリテーション学科理学療法専攻　 

　１年　大
おお

関
ぜき

野
の

乃
の

　私は８月17日に岡山市北区にある整形外科医院を
見学させていただきました。昨年40周年を迎えたＮ
整形外科医院は，地域医療に取り組み，急性外傷や
腰痛，膝関節痛など整形外科慢性疾患，小児科外科
疾患の対応，他に特殊外来として，肩・肘・手関節・
手指の外傷・疾患，スポーツ障害，透析による関節・
神経障害の診断や治療を行っています。
　今回，整形外科医院を見学させていただいた理由
は，私が高校１年生の頃に部活動で怪我をしてから
お世話になっている病院であり，当時は患者として
リハビリテーションに通っていた病院を，今度は理
学療法士を目指す者の立場から改めて病院内を見学
したいと思ったからです。病院にはどのような年齢
層の患者さまが多いのか，どんな理由で診察やリハ
ビリテーションに来たのか，色々なことに目を向け
てみると，年齢層に特に大きな傾向はなく，幼い小
児からお年寄りまで幅広い年齢層の方々が病院を訪
れていました。また，膝を痛めてリハビリテーショ
ンに通っている方，事故でムチ打ちになり首を痛め

てしまった方，部活動で過度な運動により足を痛め
ている方，手術後のギプスをはずしに診察に訪れた
方，たくさんの方達がいらっしゃいました。
　私は朝，病院が開院する前に清掃や包帯・ガーゼ
を準備する看護師さん達のお手伝いを許され，朝礼
にも参加しました。その後，院長先生が診察される
場面を見学し，理学療法士の先生と患者様のリハビ
リテーションやストレッチ体操の様子を見学させて
いただきました。今回の病院見学実習を通して，「絶
対に理学療法士になりたい」と改めて強く感じまし
た。見学中に，理学療法士の先生から「リハビリの
順番を待っている患者さんとお話をしてもいいよ」
と，患者さまとお話する機会をいただいたのですが，
積極的に話しかけに行くことがなかなかできません
でした。この経験から，これからは普段から様々な
ことに興味を持ち，話の話題となることを身につけ
ることも大切だと感じました。
　３年前に「理学療法士」という職業を初めてこの
病院で知り，実際に自分が理学療法士を目指すきっ
かけともなったこの病院でまた３年後にぜひ，臨床
実習を行いたいと思います。そして今回，学んだこ
とを今後の授業の一環としてある病院見学や実習，
日々の生活に活かし，立派な理学療法士を目指した
いです。

初めての学外特別実習

臨床工学科　教授　望
もち

月
づき

精
せい

一
いち

　臨床工学科は，第一期生が３年次生となり，この
夏休み期間中に学外特別実習を実施した。本実習は，
臨床工学に関連した近隣の企業などを見学実習させ
ていただき，学生達の視野を広げてもらうことを目
的としている。幸いなことに，岡山県内には全国規
模の医療機器関連企業がいくつもある。短期大学時
にも県内外の企業から出向いていただき，機器のデ
モなどをお願いしたことはあるが，こちらから出向
いての実習は今回が初めてである。
　まず，９月８日に扶桑薬品工業株式会社岡山工場

（浅口郡里庄町）で見学実習させていただいた。血
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液透析に使用する透析液，その他薬液などを製造し
ている企業で，透析液の国内シェアーはNo.1とのこ
と。国内で約28万人が透析治療を受けており，血液
透析は臨床工学技士が活躍する分野としてはトップ
である。その治療の中で大変重要な透析液の製造現
場の見学は刺激になったようである。
　翌９月９日には，オージー技研株式会社の本社（岡
山市中区）と邑久工場（瀬戸内市邑久町）を見学実
習させていただいた。開発担当の方に専門科目の講
義の一部もお願いしており，その繋がりで医療福祉
機器の製造現場を見学させていただけることになっ
た。まず，本社ショールームで様々な製品を実際に
体験使用させて頂き，ユーザーフレンドリーに設計
された機器に感動していた。工場では一台毎に組み
上げられていく様子を見学させていただいた。企業
にとっても医療福祉系の学生の訪問は珍しかったよ
うで，我々の訪問の様子が新聞でも紹介された。
　９月14日には，山陽電子工業株式会社（岡山市中
区）から来校していただき，昨年製品化されたばか
りの血液透析装置などをご紹介いただいた。自分達
が直接使用して治療に当たることになる装置の開発
のお話は，大変興味深かったようである。開発担当
の方には専門科目もご担当いただいており，普段の
講義内容がこうした機器開発の基礎になっているこ
とが少しでも理解されていれば幸いである。
　今後もこのような活動が，本学科学生達のモーテ
ィベーションアップの一助になればと願っている。
さらに将来，こうした企業で活躍する卒業生も生ま
れてきて欲しいと思う。
　最後にこの場を借りて，本実習にご協力いただい
た企業の皆様方に深謝申し上げる。

現場からの声 
―学科公開セミナーを開催して―

医療福祉経営学科　講師　坂
さか

本
もと

　　圭
けい

　去る８月29日，卒業生を対象にした学科公開セミ
ナーを開催いたしました。本学科では，旧マネジメ
ント学科第１期卒業生から数えて通算で第６期生が
卒業しており，医療福祉の現場で活躍されておりま
す。そこで，卒業生から現場の問題点や課題，ある
いは本学科への要望等も含めて意見集約し，また，
現場同士の意見交換や交流を行うことが，本セミナ
ーの目的でした。 
　学科長の挨拶の後，副学科長の清水先生から旧マ
ネジメント学科を含めた本学科の変遷が紹介されま
した。そして，「医療福祉関連企業」，「医療機関」，「社
会福祉施設」と，異なった分野で活躍している卒業
生が集い，「現場で抱えている問題点や課題」をテ
ーマに活発なシンポジウムが行われました。どの意

見も大変新鮮であり，今の医療福祉の問題を参加者
全員で共有でき，よりよい医療福祉を目指そうとい
う思いが１つになったように感じました。その後，
３階レストランに移動し，思い出話をしながら交流
を深めました。
　今回のセミナーは，土曜日の午後早い時間帯の開
催であったため，参加人数は若干寂しいものがあり
ましたが，参加してくださった方が地元に話を持ち
帰り，今回のセミナーの意義を話していただくこと
で，２回目以降はもっとたくさんの参加者があり，盛
り上がると確信しています。しかし，現場の人と交
流を深めながら，医療福祉について考えるというこ
とは，本学科の使命であり，今回のセミナー開催は，
その意味で大変意義深いものになったと思います。

忘れられない８日間 
―ベトナムでのボランティア経験―

医療秘書学科　３年　山
やま

田
だ

紗
さ

代
よ

　私はこの夏休みを利用して，「地球の歩き方」主
催の海外ボランティアに参加しました。現地では，

「子どもの家」の訪問を始め，日本語を学ぶ大学生や，
山岳地帯で生活する少数民族「カトゥー族」との交
流もありました。大学生は熱心に勉強していて，私
たちとの会話からも何かを学ぼうとしているように
感じました。普段の自分を思い返し，恥ずかしくな
るとともに，大きな刺激を受けました。カトゥー族
の皆さんは，とても陽気な人が多く，子どもたちは
キラキラとした澄んだ瞳をしています。彼らとの交
流を通して，「生活の豊さ」＝「幸せ」ではないと
いうことを強く感じました。
　いろいろな活動の中で，一番思い出深いのは「子
どもの家」での時間でした。「子どもの家」では，
ストリートチルドレンや，様々な事情で親と一緒に
生活することのできない子どもたちが共同生活を送
っています。それぞれが悲しい過去を抱えています
が，それを感じさせないくらいの笑顔を私たちに見
せてくれました。また，ベトナム語を一生懸命に教
えてくれたり，食事のときには自分の分より先にお
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かずを取り分けてくれたりと，思いやりに溢れる優
しい子ばかりでした。ほとんどの時間を一緒に過ご
した女の子が，お別れのときに「ありがとう」と日
本語で言ってくれたことが，今でも忘れられません。
　今回の経験は，私にとって初めての連続であり，
とても刺激的なものでした。感じること，学ぶこと
も非常にたくさんあり，何より多くの人と出会うこ
とができました。夏休みになにかやりたい！と思っ
て勢いで参加した旅でしたが，参加して本当によか
ったと思います。現地の人の優しさや子どもたちの
笑顔に触れ，心に残る８日間でした。私が経験した
ことや出会った人たち，ベトナムで過ごした時間の
すべてが私の一生の宝物です。まだ学生生活は１年
半残っているので，今後もこのような海外ボランテ
ィアに参加したいと思います。

韓国で医療福祉デザイン学科が 

「ハンカチアート」を展開しました

医療福祉デザイン学科　講師　清
きよ

田
た

哲
てつ

男
お

　９月６日から14日にかけて，医療福祉デザイン学
科の学生と大学院生および教員４名を含む23名が日
本を飛び出して，韓国で「ハンカチアート」を展開
し，日本と韓国の友情を「ハンカチ」で結びました。
　ソウル市内の「芸術の殿堂」と呼ばれている「ソ

ウル・アート・センター」とソウル市内から車で北
へ１時間のところにある「ヘイリ芸術村」の２か所
を，韓国と日本の子供たちのメッセージが繋がった
ハンカチでやさしく包むプロジェクトです。
　まず，「ヘイリ芸術村」では，「２００９パジュヘ
イリ・パンフェスティバル」の一環として，長さ30
ｍ，高さ８ｍの「クムサン・ギャラリー」の建物の
壁などを約4,500枚のハンカチで包みました。芸術
村では多くの観光客の皆さんが，たくさんの芸術の
ギャラリーが立ち並ぶ中で，ひときわハンカチの色
彩鮮やかなギャラリーの前で足をとめてくださいま
した。
　ソウルの「芸術の殿堂」での展覧では，ＳＩＰＡ

（seoul international print photo art fair）２００９
の特別展示の形で展示されました。ガラス張りのエ
スカレーター棟（縦６ｍ，横30ｍ，高さ４ｍ）を約
17,000枚のハンカチで，そして，本館内のエスカレ
ーターの空間にも巨大なハンカチの波を浮かび上が
らせました。ソウルの都市空間の中に，温かなハン
カチの色彩のうねりは感動的に多くのソウル市民の
皆さまに届いたことと思います。
　このソウルでの展示の間，本プロジェクトを牽引
された医療福祉デザイン学科，藤原洋次郎教授は国
立ソウル教育大学にて特別講演を行い，同時にソウ
ル教育大学の学生もワークショップという形でハン
カチアートに触れました。藤原教授は「ハンカチア
ートによって，日本と韓国の子供たちの夢や未来が
ひとつに繋がることの大切さを，強いメッセージと
して発信できました。この夢の実現のために，昨年
から熱心に取り組んできた学生たちに大きな拍手を
送りたい。」と感想を述べていました。
　また，本プロジェクトの学生リーダーである医療
福祉デザイン学科３年生の福永俊樹君は「海外での
アート活動を通して今まで体験した事の無い経験を
させていただき，視野の広がりを感じました。」と
韓国での成功を振りかえっていました。
　美しい色彩の芸術であるハンカチアートの活動を
とおして，川崎医療福祉大学の「やさしさ」「心の
つながり」が韓国との「心の絆」に生まれ変わった
ように感じられました。

夏休み活動トピックス
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第11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
たに

口
ぐち

和
かず

夫
お

　９月５日㈯～６日㈰の２日間，イオンモール倉敷
２階イオンホールにおいて「第11回コンピュータに
よる全国院内学級絵画展覧会」を開催しました。
　全国の院内学級に入院している学童の応募作品に
よる絵画展覧会を毎年行っており，今年は13学級67
点の作品応募がありました。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。絵画展覧
会には応募作品を展示して，来場者に鑑賞していた
だきました。
　展覧会開催中はパソコン教室も同時に開催し，パ
ソコン入門から絵画作品の完成までを指導しまし
た。参加者が自分で描いた絵や塗り絵をカレンダー
にして差し上げ，皆さんにとても喜んでいただきま
した。
　２日間の開催期間中の入場者は314名で，その内
学童は147名でした。医学の進歩により外来治療が
可能になり，全国的には院内学級の閉鎖が増えてい
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。是非ご覧いただければと思います。

http://www.kawasaki-m.ac.jp/innai/tenrankai/
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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

協助会役員会開催

　平成21年度第１回協助会役員会が９月５日㈯10時
30分より，川﨑祐宣記念講堂２階第２会議室にて開
催されました。
　開会にあたり，白石会長から，就任の弁に続いて，
創設者・川﨑祐宣先生及び川崎医療福祉大学の理念
に共感するところであり，協助会役員として奉仕の
精神と感謝の気持ちをもって役立ちたい旨あいさつ
がありました。
　また，学長より，大学は現在，カルト・麻薬・イ
ンフルエンザ，更には学生確保等々の課題を抱えて
いる。本学はこれらの課題解決のために全力で取組
んでおり，安全かつ安心できるキャンパス作りに頑
張っている。学生確保については，定員割れが目立
つ岡山県内大学の中で，定員を充足している４つの
大学のひとつとなっている。課題解決のために協助
会の一層のご支援を願う旨のあいさつがありました。
　引き続き，議事の卒業寄附金の募集，協助会予算
執行状況，吹奏楽部のアメリカ公演について説明が
あり承認されました。次に，平成21年度入試結果及
び学生数，平成20年度国家試験合格状況，就職状況
等の報告が行われました。
　その後，昼食をとりながら意見交換が行われ，12
時15分に閉会いたしました。
　なお，次回役員会は，平成22年３月６日に開催さ
れる予定です。

　平成21年10月10日㈯，保護者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，斉藤教
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，大田就
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，約300名（32.0％）と，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。

保護者懇談会開催
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１・２・３ＫＵ！！
　　フットサル部

医療福祉学科３年　河
かわ

相
い

直
なお

人
と

K.U.M.W 女子Basket Ball Team☆
　　女子バスケットボール部

健康体育学科３年　松
まつ

本
もと

　　涼
りょう

　皆さんはこの大学にフットサル部があることをご
存知ですか？　フットサルといえば気軽に楽しむス
ポーツというイメージが強く，「部」としてあまり知
られていないのではないでしょうか。しかし，フッ
トサル部は今年で創部10年，現在では県リーグ１部
に所属し，リーグ戦や選手権での優勝を目標とし，
日々練習しています。
　今年の夏，私たちフットサル部は初めて全国大会
に出場することができました。全日本大学フットサ
ル大会岡山予選で優勝し，続く中国大会では昨年度
の全国大会準優勝チームの福山大学を抑えての優
勝，念願だった全国の舞台を勝ちとることができま
した。部員の誰も経験したことのない全国大会は嬉
しいと思う反面，自分たちのフットサルが本当に通
用するのか不安でもありました。しかし，予選で昨
年の優勝チームの神戸大学に引き分け，立教大学，
信州大学に勝利し，決勝リーグに進むことができま
した。そこで，再び神戸大学との対戦が決まりまし
た。決勝リーグに進めたという満足感はありました
が，「ここまできたからには勝ちたい」，「優勝した
い」という気持ちが強くなりました。けれど，神戸
大学に勝利することはできず，全国での結果は３位。
そこで感じたのは「全国大会常連との経験の差」，「技
術の差」，「自分たちとの意識の違い」など，様々な
ものでした。
　私たちの初の全国大会は，自分達の持つ力を全て
出し切り，３位という結果を残せた満足感・達成感
を得ることができたと同時に，多くの改善点を発見
することができた貴重な経験となりました。
　今年も残りは，リーグ終盤戦と選手権のみです。
普段の部活は地味で，目標を見失いそうになります
が，「もう一度全国の舞台に立ちたい」，「いけるとこ
ろまで全員で挑戦していきたい」。そう心に決めて今
でも日々練習を頑張っています。
　皆さん，フットサル部のことを少しでも知ってい
ただけたでしょうか？　興味を持ってくださった方
はぜひフットサル部を覗きにきてください。

　私たち女子バスケットボール部は，１年生４人，
２年生３人，３年生８人，４年生１人の計16名で，
火・木・土or日の週３回活動しています。
　バスケットボールは誰もが中学や高校の体育で経
験したことがあると思います。また，スラムダンク
などの漫画やブザー・ビートなどのドラマで馴染み
のあるスポーツなのではないかと思います。実際に
やってみたり，バスケットを見たりして分かると思
いますが，体力的にも精神的にもとてもしんどい競
技であり，集中力や判断力など身体的技術の他にも
沢山のことが必要とされます。また，１人で戦う競
技ではないので，チームワークが重要です。
　私たちは，監督がいないため，キャプテン・副キ
ャプテンを筆頭に３年生中心で日々のメニューを考
えたり，ゲームメンバーを決めています。もちろん，
３年生のみでなく，他の学年のプレーヤーの意見も
取り入れつつ部員みんなでチームを構成していま
す。監督という大黒柱はいませんが，その分ひとり
ひとりの考える力や周りのことを思いやる気持ち，
各学年同士のつながりまたは上下関係のつながりな
どが強くなるのではないかと思います。私自身もキ
ャプテンをやってみて他のプレーヤーにも目を向け
るようになり，また同級生や先輩・後輩のことも前
以上に大切に思うようになりました。
　日々の練習の中で大切にしていることは，部員み
んなが本気になってバスケットをすることや，自分
に甘くなりすぎないようにすることです。これらの
ことを意識し，今しかないメンバーで１分１秒を大
切にしています。既に書いたように，バスケットは
しんどいスポーツです。しかし，しんどいからこそ
強いチームワークが生まれ，みんなで熱くなれるス
ポーツです。どんな相手でも試合に勝てた時は最高
に嬉しいです！　部員同士のつながりを大切にしな
がら，これからも頑張っていきます！
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形で報われるとは限りません。それでも，何らかの
成果を出した人は，必ず努力をしています。結果が
どうであれ，自分で出した答えに言訳をせず，理想
と現実とのギャップをも乗り越えたとき，人として
より進化できるはずです。
　何事も自分自身に期待して，納得できるまでやる。
そうすれば，今今が“最も充実している”と自身に
誇れる最高のときとなるでしょう。
　……ただ，最後にひとことだけ伝えさせてくださ
い。他者のアドバイスは選択肢の一つであって，全
てを鵜呑みにしてはツマラないです。

自分を信じて 
―Always keep the faith―

保健看護学科
　林

はやし

　里
り

佳
か

子
こ

　
　私の就職活動は，自分自身に対する挑戦でもあっ
た。臨床実習を通して，私は高度な医療と生命力を
引き出せる看護に関心を持った。「どんな患者さまも
笑顔で療養生活を送れるような看護をしたい」とい
う強い思いに大きく動かされ，私の就職活動は始ま
った。
　高度医療の現場である東京，信頼できる先輩や友
人，川崎医科大学附属病院のある岡山，慣れた土地
と支えてくれる家族のいる地元，どこであれば目指
す看護を学べるか。最終的に東京大学医学部附属病
院に決めるまでには，かなりの葛藤があった。しか
し，最後に自分を動かしたものは，自分の看護に対
する思いだった。自分を信じて，今しか，私にしか
出来ないことをしよう。そう決めてからは，東京で
実施されている合同説明会に行き，インターンシッ
プ・病院見学会に参加し，選考試験を受け，あっと
いう間に数カ月が過ぎた。知らない土地での就職活
動は，何度くじけそうになったであろう。しかし，
就職活動をしていくうちに，曖昧だった看護師とし
て働く自分のイメージ，目標とする看護師像もはっ
きりした。そして，最終的に第１希望の病院に内定
をもらったときには，今までとは違う，新しい自分
に大きく成長出来たと実感した。
　みなさんも自分にしか出来ないこと，自分だけの
道がきっとあります。信念を貫いたからこそ得られ
る希望があるでしょう。自分を成長させるのは，自
分です。いつも自分を信じて頑張ってください。

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―

ボランティアと私
医療福祉学科

手
て

嶋
しま

山
やま

人
と

　
　私が本格的に就職活動を始めたのは４年次の春で
した。一般企業へ進むことはほとんど考えていなか
ったので，スタートが他の学生と比べて遅くなって
しまいました。しかし，希望する障害児分野への就
職へ向けて，準備は始めていました。どんな準備を
していたかについて，少し書かせていただきたいと
思います。
　私の就職活動はボランティア活動がすべてと言っ
ても過言ではありません。私は大学入学以前から障
害児分野に興味を持っていました。実際に障害児と
関わることで知識や技術を身につけたいと思い，児
童文化ボランティアサークルに入部し，ボランティ
アに積極的に取り組みました。サークルでのボラン
ティアでは障害児と関わることはあまりありません
でしたが，児童との関わり方を学ぶことができまし
た。
　また，サークル活動だけでなく，個人的に地域の
ボランティアにも参加しました。障害児分野でのボ
ランティアに参加し，自分の学びたい知識や技術を
得ることができました。個人での参加ということも
あり，自主性や一社会人としての常識なども学ぶこ
とができました。積極的に活動した結果，ボランテ
ィア先の関係者の方々に自分の顔と名前を覚えてい
ただくこともできたので，就職活動も有利になった
と思います。

おもしろき こともなき世を おもしろく
臨床心理学科

田
た

中
なか

亜
あ

季
き

　
　内定は，あくまで，その後の向上や成熟といった
目的の過程にある“一点”にすぎません。「今の或る
一点と，過去や未来に複数ある点とをどう線で結び

（はたまた，知らぬ間に繋がりを持ち），派生させて
いくか」が人生の醍醐味だとするならば，点の数は
多い方が面白い。だからこそ私は，何気ない出逢い
の一つひとつを愛おしく思います。ただ，そうした
出逢いを通して得た知識を，自身の経験として消化
するのは容易なことではありません。
　私は，幸運にも，来春より第一志望の外資系製薬
会社で活躍できるチャンスを掴みました。しかし，
残念ながら努力は，必ずしも100%自分で思い描いた
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卒業から５年，就職活動を振り返って
感覚矯正学科言語聴覚専攻

平成16年度卒業　小
お

田
だ

有
ゆ

基
き

子
こ

　
　私は，実習と病院・施設の見学を通して，働くに
あたって重視する点を，「病院の理念」，「理念の実
行方法」，そして「現場の雰囲気」の３点に決めま
した。見学の際に，理事長や現場スタッフの説明内
容，スタッフの仕事の様子や患者さんの過ごし方に
注目しました。多くの病院・施設に見学に行き，そ
れらの点について魅力があると感じた病院を希望
し，就職することができました。
　実際に就職してみると，理念の実行方法に疑問を
持つこともありました。しかし，最初に魅力を感じ
た理念は常に魅力的であり，そして，それを目指し
ている仲間と，理念の実行方法を考えながら働くこ
とはとても勉強になりました。
　働くにあたって自分がどのような点を重視するの
かをよく考え，それを見学でいかに見抜くかが，就
職活動で大切であったと感じています。

勉強と筋力トレと友と
健康体育学科

　阿
あ

吹
ぶき

暢
のぶ

昭
あき

　
　私は昔から消防士になりたいという思いがあり，
本学健康体育学科で学んできましたが，その夢が叶
い，来春から東京消防庁に勤務することとなりまし
た。夢の実現のために努力したことといえば，勉強
と筋力トレーニングでしょうか。健康体育学科所属
ということもあり，何人かの消防士志望の仲間と励
まし合いながら，やり抜くことができました。幸い，
本学には充実したトレーニング施設が整っており，効
率良い筋力トレーニングができました。また，勉強
も図書館や演習室を利用して仲間と共にできました。
　私は今回の就職活動を通して，目標の設定を早い
時期にすること，その目標に対して早い時期から準
備をすること，そして何よりも同じ志を持つ仲間と
共に最後までがんばることが大事だと強く感じまし
た。人によって得意不得意があり，トレーニングや
勉強の方法も違います。また，苦手分野の克服法も
異なるでしょう。それでも仲間と共にがんばること
が一番大切だと思いますし，私は本当に良い友に恵
まれたと感謝しています。みなさんも決して一人で
乗り越えようとせず，頼れる仲間と共に乗り越えて
欲しいです。この４年間で身に付けた知識と技術と
体力に磨きをかけ，市民のために努力したいと考え
ています。最後に，健康体育学科の先生方には心か
ら感謝申し上げます。

熱意を行動に！
臨床栄養学科

　大
おお

山
やま

祐
ゆ

香
か

里
り

　
　私は，施設の交渉などをすべて自分で行い，夏休
みに地元の保育園で自主実習を行いました。３年次
に行った臨地実習を通して食育の大切さに気づき，
何よりも子どもたちに関わる仕事がしたかったの
で，実習できることが大変嬉しく，積極的に取り組
みました。実習は１週間でしたが，調理実習，給食
だより作成，食の大切さを伝える紙芝居を行い，保
育園でのさまざまな栄養業務を体験することができ
ました。
　後日，突然実習先の園長先生から就職のお誘いの
電話をいただきました。その保育園では求人募集の
予定がないといわれていたので大変驚きながらも，
即答で受諾しました。今回，自主実習が就職に結び
ついたわけですが，積極的な行動が夢の実現につな
がったのだと思います。就職活動で大切なことは，
将来，何がしたいのか，そのために今何をすべきな
のか，常に自分と向き合うことだと感じました。

四年間の集大成
リハビリテーション学科

平成20年度卒業　山
やま

口
ぐち

遥
はる

菜
な

　
　私は４年生の３月の下旬に，倉敷市総合福祉事業
団に就職内定をいただきました。志がないまま，な
んとなく就職活動をしていたので，なかなか内定を
いただけませんでした。仲間が就職を決めていく中，
将来に不安を感じ始め，やっと気づきました。やり
たい専門分野を見つけ出せずにいた自分に。そして
同時に就職活動の厳しさを知りました。「どういう仕
事をするときにやりがいを感じる人間なのか。仕事
場選びの基準はなんなのだろうか」と自問自答し悩
みました。その結果，やっと内定通知をいただけた
のだと思います。
　就職活動は落ちた人にとっては孤独な道のりで
す。社会は厳しい。けれど，夢に向かう一歩だとし
たら就職活動は楽しいと思えるはずです。不安があ
れば大学の先生や友人に相談してみて下さい！きっ
と，力になってくれるはずです。大丈夫！

就職活動で力を入れたこと
医療福祉経営学科

林
はやし

　　桃
もも

子
こ

　
　みなさんこんにちは。夏休みも終わり，既に就職
活動を始めている３年生も多くいると思います。私

就職奮戦記（つづき）
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は初めから病院で仕事をしたいと考えていたのです
が，筆記や面接の経験が活かされると思い，一般企
業の合同説明会や単独説明会にも参加しました。企
業や病院の就職試験を受けるにあたり，最も力を入
れたのは履歴書やエントリー・シートの作成です。
何人もの学生から応募がある中で，いかに自分の履
歴書に興味を持ってもらえるか，ありきたりな内容
にならないように，就職支援センターの方にアドバ
イスをいただきながら何度も書き直しました。また，
取れる資格は取っておこうと思い，３年生までにい
くつかの資格も取得しました。資格について面接で
何度か聞かれたので，いいアピールの要素になった
と思います。就職活動はわからないことばかりだと
思いますが，友達と情報交換をしたり，先生方や就
職課の方にアドバイスをもらいながら頑張ってくだ
さい！

自信で掴み取った内定
医療秘書学科

高
たか

山
やま

千
ち

佳
か

　
　私はこの７月，地元で付属病院をもつ久留米大学
の職員として，内定をいただくことができました。
　３年前の４月，医療秘書のプロを目指して九州か
らやって来たものの，就職活動では大変苦労しまし
た。地元の求人が岡山にまで来ないため，ホームペ
ージの求人募集をチェックしたり，人事課に電話を
かけたりするなど，すべて自分で行動しなければな
らなかったのです。加えて，ほとんどの病院が求人
を出しておらず，世の中の不景気を痛感しました。
　そんな中，久留米大学から求人が出ていることを
知り，説明会に参加し，履歴書提出に至りました。
一次，二次，三次と選考が進んでいくにつれ，自分
に自信を持つことが内定へのカギであると思い，面
接でも自分をしっかりとアピールすることができま
した。
　就職活動は，自分がいかに他の受験者とは違うか
をアピールする機会です。へこたれそうになる時が
あるかもしれませんが，自分に自信を持ち，強い気
持ちで内定を掴みとって下さい。

後輩たちへ
医療福祉デザイン学科

藤
ふじ

田
た

　　愛
めぐみ

　
　夏休み，周囲に遅れをとっている。私はそう感じ
ていました。今になって思えば，それがすべてのよ
うな気がします。 
　ふりかえれば反省ばかりですので，この際，後輩

にアドバイスをする形で，私の就職活動の報告に代
えたいと思います。
　後輩のみなさん。就職活動にとって最も必要なも
のは何でしょうか。そう「情報」です。企業や他の
就活生の動きは勿論，社会全体を見極めるためにも
情報は重要な役割を持ちます。だからといって，周
囲の友人の情報のみを鵜呑みにするだけでは確実に
周囲から遅れを取ることになってしまいます。適切
な情報分析を心がけてください。
　情報を得る一つの手段として，東京をはじめとし
た大きな都市での合同説明会に参加する事を強くお
勧めしたいです。私自身は，東京の合同説明会で，
全国から集まる就活生の心構えを肌で感じた事で，
就職活動全体に強く影響したように思います。
　自分本位に行動し，自己満足に陥ることを防ぐた
めにも，何をすべきかをしっかり熟考し，人よりも
先に行動する考えを持つべきだとも学びました。
　そして， 世間体や，その場限りの自己満足を得る
ための会社選びはしないで欲しいと思います。 数
年後自分が今以上に成長をするために，“次につな
がる就職活動”を心がけて欲しいと思います。

就活戦線
医療情報学科

朝
あさ

比
ひ

奈
な

純
じゅん

平
ぺい

　
　３年の秋。「就職」という言葉は遠い存在であり，
どこでもいいという考えでした。何度か訪れた企業
の合同説明会も，ある種のイベントと化し，甘く考
えたままのエントリーシートは，もちろん次々と落
ちていきます。４年の春。不安や焦りが私を襲いま
す。そこに転機が訪れました。ある企業のグループ
面接を受けた際です。私以外の方々は，その企業で
働きたいという夢をしっかり持ち，受け答えしてい
ました。「とにかく内定を」と考えていた自分が恥
ずかしくなりました。自分がしたいことは「何か」。
私の「診療情報管理士として病院で働く」という目
標を貫きたいと考えるようになりました。努力の甲
斐あって実現でき，悔いのない活動となりました。
　最後に，就職活動は勝負事でも孤軍奮闘でもあり
ません。気張らず，周りを頼り，努力し，そして自
分を信じてください。

就職奮戦記（つづき）
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　10月10，11日，「ひだまり」というテーマで華や

かに川崎学園祭が開催されました。爽やかな秋空の

もと，キャンパスは学生らしい生き生きとした活気

に満ち溢れ，大いに盛り上がりました。

前　夜　祭
医療福祉学科　３年　東

ひがしもり

森　美
み

幸
ゆき

　
臨床栄養学科　３年　佐

さ

伯
いき

智
とも

子
こ

　
　今年の前夜祭では，昨年までにはない新たなもの

に挑戦しようと思い，早い時期から企画に取り組み

ました。しかし，何度も企画案を却下され，くじけ

そうにもなりましたが，周囲の支えもあり，「ひだ

まり」というテーマ文字の照明看板を作成すること

ができました。

　照明看板によって，前夜祭に来てくださった多く

の方々に，今年の統一テーマを知っていただくきっ

かけとなったのではないかと思います。また，昨年

に引き続き，バックパネルの掲示を行いました。さ

らに今年は，パネルにライトアップさせ，よりお客

さんに楽しんでいただくようにもしました。

　今年は，私自身がリーダーとして前夜祭を引っ張

っていく番でしたが，１人では決してやり遂げるこ

とはできませんでした。前夜祭や実行委員会のメン

バー，学生課の方など，本当に多くの支えがあった

からこそ，前夜祭を行うことができました。楽しい

ことばかりではなく，辛くて投げ出したくなること

もありましたが，皆と前夜祭を作り上げることがで

き，決して忘れることのできない大切な思い出とな

りました。本当にありがとうございました。

警　　　備
医療福祉学科　３年　佐

さ

藤
とう

慎
しん

也
や

　
　私にとっては３年目，そして警備のパートリーダ

ーとしては初めてで最後の学園祭を迎えることにな

りましたが，何とか終えることができ，安心感と達

成感で胸がいっぱいです。

　この学園祭を終えて思うことは，何より学園祭実

行委員の仲間の協力なしでは決して成功しなかった

ということです。それぞれのパートにも仕事がある

にもかかわらず，忙しい合間をぬって警備を手伝っ

てくれたおかげで，事故もなく３日間を終わらせる

ことができたことをとても感謝しています。警備の

代表として後輩を指導する立場でありながら，自分

の力量の無さに何度も挫けそうになりましたが，後

輩の頼もしさや実行委員の励ましのおかげで乗り切

ることができました。また，忙しい中時間を割いて

応援に来てくださった先輩方や，各部・サークルの

皆様にも大変感謝しております。これからは後輩た

ちが警備を，そして学園祭を盛り上げてくれること

を期待しています。

統一テーマ　ひ だ ま り
2009

メインストリート

前夜祭
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　最後になりましたが，学園祭を通じて素晴らしい

仲間と出会えたことを誇りに思います。

　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　３年　筧

かけひ

　　美
み

里
さと

　
医療福祉学科　３年　内

うち

田
だ

恵
え

美
み

子
こ

　

　今回の学園祭は「ひだまり」がテーマでした。そ

して，チャリティーバザーも逢空マーケットも天候

に恵まれた中での開催となりました。

　特に逢空マーケットは，物を売る他にその場で似

顔絵を書くなど例年にないフリーマーケットとな

り，大賑わいでした。また，垂れ幕などの作成は大

変でしたが，作り上げた時の達成感は何事にもかえ

がたいものとなりました。

　また，教職員の方々の協力を得て，開催すること

ができたチャリティーバザーも，現在不況であるに

もかかわらず多くの方に来ていただき，大盛況でし

た。

　チャリティバザー・逢空マーケットを通して物を

売ることの楽しさ，人との関わりの大切さを学びま

した。

　これらの経験を活かし，よりよい学園祭になるよ

う後輩たちの活躍に期待したいです。

仮 装 行 列
臨床心理学科　３年　中

なか

西
にし

由
ゆ

美
み

　
　今年は，当日の１週間前から台風の影響の心配も

あり，その時になって雨天時対策の準備がどれほど

不足していたかを痛感しました。雨が降ったら起こ

りうる問題などを想定し，不安が広がるばかりでし

たが，雨天時対策の他にも，多くのやるべきことに

追われていたのでメンバー全員が「今できること」

に全力を尽くしていました。

　幸運なことに当日は天候に恵まれたので，仮装行

列では出場団体に外でのびのびと踊ってもらうこと

ができ，メンバー一同とても嬉しかったです。出場

団体は全部で12チームでしたが，どの団体も他の団

体に負けない個性的な衣装をまとい，団体ごとに独

特のオーラが出ており，観客はこれから始まる演技

に期待しているようでした。

　最後まで大きな事故はなく仮装行列を無事終える

ことができたのは，多くの方々のおかげです。実行

委員会の皆，先輩方，そして出場団体の皆様，心か

ら感謝しています。本当にありがとうございました。

　最後に，仮装行列の後輩へ。どんな時も支えてく

れてありがとう。来年の仮装行列に期待しています。

模　擬　店
医療秘書学科　３年　小

こ

坂
さか

麻
ま

依
い

　
保健看護学科　３年　東

ひがし

　みずき　

医療情報学科　３年　三
み

宅
やけ

常
つね

和
かず

　

　今年は模擬店メンバー７人で準備に取り組みまし

た。活動をしていく中で，書類申請の仕方や模擬店

出店団体への説明会など，分からないことが沢山あ

りました。しかし，困った時には，同じ模擬店担当

の仲間はもちろん，違う担当の仲間や引退された先

輩も助けてくださいました。周りの仲間の支えはと

ても心強かったです。

　出店団体さんには，説明会や当日のエプロン，マ

スク，手袋などの着用に関して，厳しいことも言い

ましたが，みなさん協力してくださってとても助か

アーチ
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りました。さらに準備，片付けや掃除など積極的に

動いてくださり本当にありがとうございました。模

擬店は出店団体さんの協力があってこそ成り立つイ

ベントだと改めて感じました。

　私たちが関わってきた皆さんは，今年のテーマの

「ひだまり」のように温かみに溢れた方々ばかりで，

周りに支えられながら学園祭を無事終えることがで

きました。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。

医福大イベント
医療福祉学科　３年　加

か

藤
とう

枝
え

里
り

佳
か

　

医療福祉学科　３年　松
まつ

尾
お

直
なお

毅
き

　

医療秘書学科　３年　林
はやし

　加
か

奈
な

子
こ

　

保健看護学科　３年　篠
しの

原
はら

加
か

奈
な

　

　私たち「医福大イベント」は，２階食堂前プラザ

にステージを設置し，10日㈯，11日㈰とイベントを

行いました。「観客の皆さんと一体となるステージ」

を目指して，企画や準備，運営に取り組み，メンバ

ー全員が頑張ってきました。当日は大勢の観客の皆

さんにイベントを見ていただき，審査や掛け声など

にも参加していただきました。出場者の方から，「思

い出に残る学園祭になった」という声を耳にし，企

画した私たちも大変嬉しく思っています。特に今年

初めての岡山美少女図鑑とのコラボレーション企画

「川福スマイルコンテスト」が成功したことが一番

よかったです。

　ここに至るまでに，辛く大変なことも多く，投げ

出したくなる時もありましたが，いつも側で共に支

えあってくれた仲間がいたため，どんな困難でも乗

り越えることができました。学園祭の成功の陰には，

医福大イベントのメンバーや関係者，学園祭実行委

員のメンバー全員，出場者の方，観客の皆さんの協

力があったからだと思います。本当にありがとうご

ざいました。来年からも医福大イベントを見にきて

くださいね！！！

学園イベント
医療秘書学科　３年　前

まえ

原
はら

有
ゆ

美
み

子
こ

　

臨床栄養学科　３年　石
いし

井
い

亜
あ

友
ゆ

美
み

　

　学園イベントは毎年附属病院８階大講堂で行って

います。川崎学園４校から様々な部・サークルの方々

に出演していただいています。

　今年は，病院に入院されている患者様，職員の方，

一般の方が多く見に来てくださいました。イベント

やビンゴゲームはとても盛り上がり，楽しそうに帰

っていかれる患者様も多く，とてもやりがいを感じ

ることができました。

　３年間学園イベント担当として，最後まで７人の

パートメンバーとやり遂げることができ，とても嬉

しく感じています。私自身，パートリーダーとして

至らない点が多々ありましたが，皆様のご協力によ

り今回の学園イベントを無事に終えることができま

した。

2009 統一テーマ　ひ だ ま り

医福大イベント

模擬店
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　いつも支えてくださった実行委員の仲間，先輩，

後輩，そして学園イベントに関わってくださった皆

様に感謝いたします。本当にありがとうございまし

た。

プロコンサート
臨床栄養学科　３年　勝

かつ

山
やま

明
あ

日
す

美
み

　

　今年の３月からプロコンの準備を行ってきて，ア

ーティストは福原美穂さんになりました。2009年10

月10日。この日が福原美穂さんにとって初めての岡

山でのライブでした。みんなが乗れる明るい曲もあ

れば，涙が出るようなバラードもあり，さらには新

曲まで歌ってくださり，本当に素晴らしいライブと

なりました。

　本番を迎えるまでに言葉では言い表せないほど，

色々なことがありました。でもライブを見ていると，

プロコンサートの担当に入り，パートリーダーをで

きて良かったと心から思いました。何事もなく福原

美穂さんのライブを終えることができたのは，いつ

でも優しく助けてくれた学園祭実行委員会のメンバ

ー，学友会の皆様など多くの人の支えがあったから

です。本当に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

プロコンを３年間行ってきて，毎年大きな充実感を

味わえて幸せでした。来年もすばらしいプロコンサ

ートを期待しています。

　お世話になった皆様，本当にありがとうございま

した。

終　夜　祭
リハビリテーション学科　３年　指

ゆび

吸
すい

　　亮
りょう

　

医療情報学科　３年　板
いた

谷
だに

真
しん

次
じ

　

　学園祭が終わってとりあえずほっとしました。学

園祭の準備をし始めて約10ヶ月。長いようで短いよ

うな，今考えると不思議な感じです。私の担当は終

夜祭でした。終夜祭のメインは何と言っても芸人さ

んのお笑いライブです。２月に芸人さんの事務所と

学園を仲介してくれる業者選定を行い，芸人さんの

スケジュールが決まるのが８月。「いかに皆に喜ん

でもらえる方を呼べるか」。それを念頭に置いて考

えました。そのかいがあって，今年来て下さった芸

人さん方は皆さんステージを多いに盛り上げてく

れ，さらに裏でも私たち実行委員にとても優しくし

てくださり，この方々で本当に良かったと思います。

　また，毎年終夜祭の最後に学園祭初日，２日目の

映像をバックに実行委員の名前をのせたエンドロー

ルを流すのですが，例年その間にお帰りになるお客

様が多かったため，いかにエンドロールを最後まで

見ていただくかが，今年の終夜祭の大きなテーマの

一つでした。沢山の案がでましたが，最終的に抽選

会の１等をエンドロールの後に発表するということ

で落ち着きました。結果，多くの方々が最後まで見

てくださり，学園祭のフィナーレになったことは，

とても嬉しかったです。

　最後に，私の至らないところが多く，他のパート

のスタッフ，私たちをサポートしてくださった学生

課の皆さん，ステージ進行を協力して下さった業者

さんにご迷惑をお掛けしてしまい申し訳なかったと

思います。しかし，お蔭様で無事終夜祭を終えるこ

とができ，本当に感謝しています。私自身，プロの

方々と一緒に仕事をすることで多くのことを学ぶこ

とができ，この学園祭までの月日はかけがえのない

ものになりました。きっと一生忘れはしません。

医福大イベント
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学園祭を終えて
委員長　臨床心理学科　３年　是

これ

利
とし

高
たか

德
のり

　

会　計　医療福祉学科　３年　田
た

丸
まる

雄
ゆう

治
じ

　

書　記　臨床心理学科　３年　内
うち

田
だ

敦
あつ

子
こ

　

臨床心理学科　３年　小
お

倉
ぐら

美
み

奈
な

　

広　報　医療福祉学科　３年　田
た

中
なか

陽
よう

子
こ

　

医療福祉学科　３年　木
き

村
むら

祐
ゆ

三
み

子
こ

　

総　務　医療福祉デザイン学科　３年　林
はやし

　　真
ま

琴
こと

　

医療福祉経営学科　３年　⻆
かど

木
き

正
まさ

人
と

　

　私たち，総勢80人からなる学園祭実行委員会は年

が明けた今年の１月から準備に入り，色々な方々に

ご迷惑をかけつつも精一杯準備をしてきました。学

生課の方々のお力添えや，学園祭実行委員会の頑張

りもあって，この第35回川崎学園祭を無事に終える

ことができました。今年のテーマである「ひだまり」

のような学園祭になるように，日々頑張って暖かい

気持ちで準備を進めてきました。

　台風の心配もされていたのですが，学園祭当日は

無事天候に恵まれ，特に大きな事故もなく進みまし

た。ですが，私たちの不手際や判断の遅さが原因で，

教職員の方々，お客様方にご迷惑をかけてしまい，

申し訳ありませんでした。そして，暖かく見守って

いただいて本当にありがとうございました。

　学園祭実行委員会のみんなへ。

　３年生には僕

の 手 際 の 悪 さ

で，迷惑ばかり

かけていたよう

に思います。け

れど，みんなと

一緒に学園祭を

することができ

て本当によかっ

たと思っていま

す。２年生は２

回目の学園祭お

疲れ様。来年は

君たちが主役になり，みんなを引っ張っていってく

ださい！！　期待しています。１年生は初めてだっ

たけど，どうでしたか？　緊張してうまくいかない

こともあったと思います。来年は自分達が３年生を

支えていってください！　みんなへ，こんな僕と一

緒にやってきてくれてありがとうございました。み

んなのおかげでとても楽しかったです。学園祭実行

委員会に入り，みんなに出会えて本当に良かったで

す。とてもすばらしい思い出になりました。

　最後になりましたが，川崎学園祭をご支援・ご協

力くださいました教職員，学生，地域の皆様方厚く

御礼申し上げます。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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欅（けやき）
医療福祉学科　教授　大

おお

田
た

　　　晋
しん

　

　ある朝突然，一つのことに気づく。いつものよう
に通いなれた大学のキャンパスに入り，すぐ右に曲
がって体育館の方に歩みを進める。見慣れたはずの
２本の欅の幹が随分太くなっている。10年前に大学
に来始めた頃の倍くらいになっているのではない
か。長い月日の経ったこと，その過ぎるのが早かっ
たことにいまさらのように気づく。与えられた場所
で，誰にもほとんど気づかれることもなく，一人生
き，大きくなってきた欅を見上げながらふと思う。

「もう何年になるだろう，春が来れば人に言われるで
もなく枝いっぱいに花を咲かせる桜の古木めぐりを
始めてから。」
　最近は，桜だけでなく楠やイチョウなどの巨木を
訪ねるのも楽しみとなってきた。目当ての巨木を求
め，息を切らしながら道を登り，ついにたどり着く
やいなや両手をいっぱいに広げて，太くゴツゴツし
た幹に抱きつく。何人かで手を繋がないかぎりとて
も届かない幹回り。何年生きてきたのだろう，どれ
だけ世の中を見てきたのだろう，何人の人と出会っ
たのだろう……。人の一生に比べ何十倍もの時間を
生きてきた巨木を前に，自然に頭が下がりそして限
りない慈しみを覚える。これこそが「畏敬の念」で
あろうか。
　媚びず，時を生き抜いた「本物」に対してのみ感
じることのできる素直な気持ち。もの言わぬ巨木の
下で，時間の経つのを忘れ，しばし物思いにふける。
満たされた実感のひとときである。

趣味の時間
リハビリテーション学科　講師　吉

よし

村
むら

洋
よう

輔
すけ

　

　Time is money. 私の趣味は……「貯金」！ではあ
りません。むしろその逆であり，バイク，車，パソ
コン，英会話，読書，電車や寝台列車に乗っての旅
行，天体観測，プラモデルなどが趣味です。その趣
味をしながら時々考える事について，書かせていた
だきます。
　それは「流れ」です。「時間」の流れの中で起こる

「人」の流れ，「物」の流れ，「お金」の流れです。例
えば，財布の中にある１枚の10円玉。１枚の硬貨が
製造されてからいま自分の財布に入るまでには，ど
のような所で，どのような人に，またはどのような
目的で使われてきたのか。また駅でもバス停でも空
港でもよいが，そこで出会う人々がどこから来て，

どこへ向かうのか，さらには乗る電車やバスや飛行
機がどこで作られ，どれだけの流れを作り，寿命が
来たらどこで処分されるのか？　１台の飛行機を作
るのには多くの部品が必要で，それらはそれぞれ多
くの国や地域で製造される。数々の部品が人為的に
ではあるが，それらからしたら運命的に合体させら
れ，様々な所へ人や物を運ぶ。運ぶ（飛ぶ）という
ことに関して寿命が来たら，処分される。そのよう
な飛行機は全てアメリカのアリゾナ州ツーソンに集
められ，そこで処分される。いわゆる「飛行機の処
分場」である。自動車の処分場に似ているがその規
模が違う。その存在はあまり知られていない。
　ツーソンにはいつか行ってみたいと思いながら，
これからも暖かい季節の休日にはバイクにまたが
り，寒い季節には電車やバスに乗りいろいろな所を
巡ってみたいと思っています。

１年生からできる就職の準備
医療福祉経営学科　教授　渡

わた

辺
なべ

裕
ゆう

一
いち

　

　就職活動が不安，面接や自己ＰＲ
がうまくできない，という人が多い。
そういうあなたのために，普段の学
生生活を送りながら自信をつける方
法を提案します。
　①大学での科目や専門分野の中

で，自信を持って「好きだ」「得意だ」と言えるもの
をひとつ持つ。しかも他人に「熱く語れる」ように
すること。
　②月並みな自己アピール，例えば「協調性があり
ます」などのコトバは採用担当者の心を動かせない。
相手の頭の中は白いカンバスです。そこにあなただ
けのイメージを描かせなくちゃ！
　③そのためには，あなたの強みを伝えるコンテン
ツが必要となる。強みとは何か。社会ではこんなこ
とが普通にできる人が「強い」。経験値を積もう。

【多様なメンバーと協力ができる。計画を立て，
進行状況をチェックしながら実行できる。時間
管理ができる＝締め切りを守れる。作業の分担
や割り振りをうまくできる。異論があるときに
はすんなり言える。メンバーの意見を引き出せ
る。トラブルが起きても諦めない，投げ出さな
い。途中で誤りに気づいたら，すぐに方向転換
ができる。などなど，要するにチームで仕事を
進める力です。】

　④普段から年の離れたオトナの人と楽しく話をし
ている人ほど面接に強い。狭い世界にこもらず，ぼ
ちぼちと社会的ネットワークを広げよう。

23
No.
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　前回の記事⑷では，「ホスピタリティ・マインド」
の実践について記述しましたが，今回は，大学生活
での「行動力と意識」の大切さについて考えてみま
した。

　本学は，全国でもトップクラスの医療と福祉の専
門大学として，開学以来，常に95%台の就職率を維
持して来ました。強力な教職員の支援と，学生一人
ひとりが常に高い目標・目的意識を持って学問に取
り組んだ結果が，この就職率を維持している源でし
ょう。
　しかしながら，社会全体を見渡すと，ここ数年，
大学・短大・専門学校における，学生の「中退者」
は増加傾向にあります。読売新聞の調査によると，
全国で年間13万人以上の学生が中退し（大学生７万
３千人，短大生７千人，専門学校生５万人），その
約６割がニート，フリーターになっています。
　中退者を分析した報告によると，多くの学生は

「人間関係」「学習意欲の喪失」から中退していま
す。主因としては，「不本意入学」「目的意識の不
在」「入学前の情報不足」「同級生の学習意欲低下に
伴い，自らも学習意欲が喪失する」などです。せっ
かく大学に入学しても，授業やゼミ活動の欠席，サ
ークルやボランティア活動への不参加，アルバイト
重視の生活など，次第に同級生との人間関係が疎遠
になる中，学生同士のコミュニケーション不足，キ
ッカケ不足，留年・浪人に伴う年下学生との不適応
や孤立などが退学に結びつく理由となっているよう
です。
　高校時代は，クラス単位の強制参加イベントが多
数ありましたが，大学生活では，人間関係の構築が
難しくなっていることから，前述した結果につなが
っていると思われます。

　人は生まれながらにして，素晴らしい「能力」を
それぞれの人が身に付けています。しかしながら，
社会の縮図の中で，その能力を発揮する職場や環境，
機会を徐々に失っていきます。例えば，小学生に「将
来の夢」を尋ねると，ほぼ全員の子供たちが即答
で「将来像」を語ってくれますが，大学生になると
明確な回答が難しくなります。それは，世の中の各
人が，自分の才能や相応しい場所に出会うことなく
日々を過ごしているからです。言い換えれば，多く
の人は，自らの本当の「能力」を知らないまま，漠
然と人生を送っているからではないでしょうか。
　大学４年間は，「自分のやりたいことと，自分の
得意なことが出会う特別な場所」です。一人ひとり
が異なる才能や情熱を持っていて，その能力を開花
させることが出来れば，自らの人生や社会を劇的に

変化させることも可能です。しかしながら，卒業生
や退学者の中には，常に他人と比較され評価される
現実に，行動意欲が失われたかもしれません。本当
の「能力」を確信することが出来ず，次に進むべき
方向性も分らないまま，無意味に時間だけが経過し
たかもしれません。ある人は，「自分の得意な分野
や好きなこと」を大学では評価されないと気づいて
しまい，諦めていたかもしれません。では，その理
由はなぜでしょうか？

　人は生まれた時から成人に至るまで，常に他人と
比較され生きてきました。高校や大学では学歴を比
較され，社会では仕事を通して能力の高さを比較さ
れ続けているように，絶えず「他人との比較」に悩
まされます。あるいは，年をとるにつれて能力が衰
えていき，逃したチャンスも戻らないとネガティブ
な気持ちになり，「やり直すことの可能性が無限に
ある」ことを忘れたのかもしれません。
　しかしながら，21世紀の社会は，若者自身が未来
の人生に向かって，社会を切り開いていかなければ
なりません（特にビジネスの世界では，「創造力豊
かで個性的なアイデアの持ち主」が求められていま
す）。そこで，「自分のやりたいことと，自分の得意
なこと」を限定的に考えないでチャレンジする必要
があるのです。
　大学４年間で，「自分はいったい何が出来るのか」
と考えるより，「何をしたいか」「何をやりたいか」
に気づき，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
に活動して知ることがなにより重要です。そのため
に，私が日頃から考えている以下のことを，みなさ
んにアドバイスしたいと思います。

１．「自分の能力を限定しないこと」
　大学の授業，資格取得，現場実習，サークル・ボ
ランティア・社会貢献活動など，何かひとつでも行
動することで，「面白さ」｢楽しさ｣ を見つけてくだ
さい。
　私の親しい友人に，パラリンピック日本代表選手
がいます。彼は，ある日突然交通事故に遭い，脊髄
損傷のため一生涯車椅子の生活となりました。しか
しながら，彼は障害者スポーツの生みの親と言われ
る，ルードウィッヒ・グッドマン博士の，「失った
機能を数えるな，残った機能を最大限に生かせ」の
言葉に，人生のどん底から這い上りました。　　　
　「自分の能力を限定しないこと」。実は，この言葉
は彼から教わりました。この考えを常に頭の中に抱
いて行動すれば，今後の実社会に向けて，必ず汎用
性の高い能力のひとつになると考えられるからです。

「キャリア形成支援」を通して⑸ ～「行動力と意識」の大切さを考えよう～ 
 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
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２．「チャレンジする人には必ずチャンスが訪れる」
　一心不乱にひとつのことを突き詰めたり，やりた
いことを，とことんやってみることです。私の大学
４年間は，常に「大学野球日本一」を目指して日々
練習に明け暮れたものです。一日も休むことなく毎
日24時まで個人練習を繰り返した結果，甲子園出場
の多い130名の部員からベンチ入り25名に選出され，
三塁手のレギュラーとしてベストナインを受賞，念
願の全日本大学野球選手権大会・明治神宮野球大会
に出場することが出来ました。「決して諦めずにチ
ャレンジすれば，必ず想いは達成される」と確信し
た瞬間でした。「行動」することで「出来ること」
の自信を掴みました。

３．「自分を好きになること」（自己承認）
　東京ディズニーランドの勤務で学んだことは，「決
して他人を批判しないこと」でした。従業員２万人
がクレド（経営理念）に則って実践するわけですか
ら，「凄い」の言葉に尽きます。人は他人から褒め
られると，嬉しくて自らの行動を承認し他者も承認
します。承認された相手は意欲を増すとともに幸福
感を強く感じ，承認してくれた相手にもまた承認を
返し，第三者にも承認を分かち与える行動をとりま
す。これがお互いの信頼関係の構築に向けた第一歩
につながるのです。

４．「自分と違う仲間を探し価値観を共有すること」
　世の中で人と関わらない仕事などありません。ど
んな業種・職種の仕事でも，突き詰めると最後は

「人」に行きつきます。学生時代の友人だけでなく，
自分と違う仲間（他大学生・社会人）と交流するこ
とで社会の縮図を学び，人間関係から得る情報量こ
そが，実社会に出たときの経験値として必ず活かさ
れるからです。

５．「人生の『邂逅』（かいこう）を見つける」
　人とのつながりを大切にすれば，必ず優れた指導
者，助言者，恩師に出会います。「邂逅」とは，長
い人生の中で，ある人に出会ったことで，劇的に人
生が変わったことを指します（人生の師匠）。
　私の「邂逅」を振り返ると，やはり一人目は，高校
野球部時代の監督が「人生の師匠」となります。高校
３年間の厳しい練習が人間を成長させてくれました。
　二人目は，その師匠からご紹介いただいたプロ野
球のコーチです。プロ野球一軍の打撃コーチとして
30年に渡り，７球団で活躍しながら55歳で教員を目
指し，５年掛けて通信教育で教員免許を取得。還暦
の60歳で九州の高校教員として採用されました。３
年以内に甲子園で全国制覇すると宣言しながらも，
余命半年の「すい臓がん」を宣告され，しかし，教
鞭を取り続けました（NHK「フルスイング」の主
人公）。亡くなる９ヶ月前に，知的障害児の子供た
ちと一緒に野球教室を開催し，スポーツの「楽しさ」
を教えていただきました。これが恩師との最後の活
動になりましたが，「齋藤！　年齢は関係ないよ！

大切なことは指導者の情熱だよ！　情熱！」と，い
つも恩師から言われた言葉が私の心の支えとなりま
した。
　三人目は，キャリアカウンセラー養成講座の先生
です。講座を受講中から，「将来はこの先生を目指
そう」と決意したものです。現在は，将来の夢を叶
えるため，この先生から専門的な知識，技術，技法
などご教授をいただいています。

　大学４年間は，様々なことに興味のアンテナを張
り巡らし，自分の「能力」を限定しないで，常にチ
ャレンジする気持ちを忘れないことが大切です。多
くの仲間を作り，信頼関係を構築すると，「行動」
から人との縁に繋がり，人生の師匠に巡り逢うこと
が出来るからです。
　自らの「価値」を見いだした上で，「将来こうい
う人になりたい」と強い意志を持ち続け，行動する
ことが次のステップです。自分の限界値を超える高
い目標を掲げ，目標達成への努力をいとわない人は，
必ず成長が約束されています。高い志やビジョンを
見つけておくと，社会に出た時に迷いが生じても，
必ずその壁を乗り越えて成長し継続することが出来
るからです。積極的に行動する人は，「自らをチャ
ンスに導く」ための態度と行動を身につけ，「自信」
を手にしています。
　冬季オリンピックスピードスケート金メダリス
トで，元世界記録保持者，清水宏保氏（500m 34秒
32）が，失神寸前まで追い込むトレーニング方法に
ついて，こんな言葉を残しています。「極限まで自
らを追い込むのは，『限界』を作らないためです。
限界を自分で決めると，脳が勝手にこれ以上は無理
と決めてしまい，前進することが出来なくなるから
です。34秒の壁を破るためには自ら限界を決めない
で，必ず達成できると信じることです」。トップア
スリートならではの言葉だけに，趣のある言葉と痛
感しました。

　最後に，ヒンズー教の経典が原典とされている名
言の一部をご紹介します。

　　　　①　心が変われば態度が変わる
　　　　②　態度が変われば行動が変わる
　　　　③　行動が変われば習慣が変わる
　　　　④　習慣が変われば人格が変わる
　　　　⑤　人格が変われば運命が変わる
　　　　⑥　運命が変われば人生が変わる

　『心を変えることさえできれば，人生は必然的に
変化していく』ということです。しかし，人は心が
変わっても，なかなか態度を変えようとしません。
つまり人生が変わらないのは，「行動」が変わらな
いからです。そこで，名言を少し変えてみました。
―― ①「行動が変われば態度が変わる」，②「態度
が変われば心も変わる」――　皆さんも心だけが変
わっていませんか？さあ，皆さんは今日から何を始
め，どんな風に自分の「行動」を変えて行きますか？
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者が集まってくる。マークの問題数は多い。終了20
分前には書き終わっていた人もいて驚いたが，時間
内に終われば何の問題もない。スローで慌て者の私
はマイペースを守ると心に決めた。小論文は方針を
立ててから書き始め，途中で問題文を読み返しては，
ズレていないか確認した。
　二次の個人面接は，臨床心理士の四つの専門業務
や倫理についてのやり取りに始まり，圧迫面接とな
っていく。泣きながら出てくる人もちらほら。否定
的な言葉を突き付けられた時の反応を試されてい
る。自信のありすぎはダメ，なさすぎはもっとダメ，
謙虚に前向き，臨床心理士になってからも自己研鑽
を積む覚悟があることに尽きる。
　どんな資格も資格取得はゴールではない。臨床心
理士への道にも終わりはない。本を読み，臨床に学
ぶ。来談者に幸せになってもらいたいという思いを
胸に来談者と向き合うとき，相手の話を傾聴しなが
ら，臨床の知識や経験，自分の感情や感覚など，自
分の中にある資源をフルに活用していく。達成感を
得る時もあるが，苦い経験をするときもある。苦い
経験を無駄にはすまい。こうして得た臨床経験をま
た臨床の技術に還元してゆく。おごらず，一歩ずつ，
時々後退，臨床心理士への道は続きます。後輩のみ
なさんを，切磋琢磨できる仲間として迎えられる日
を心から楽しみにしております。

国家試験受験対策体験記

保健看護学科　　　　　　　　　　　　　　　 
平成20年度卒業　岡
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　私が本格的に国家試験の勉強をし始めたのは，夏
休みを過ぎた頃からでした。それまでは助産学校の
受験を考えており，夏休み明けに試験を控えていた
ので，３年の実習が終わってから受験の勉強を開始
したときには，周りのみんなよりもかなり遅いスタ
ートとなっていました。勉強を始めるにあたってま
ず何から手をつけたらよいかわからず，とりあえず
国家試験の過去問題集を買ってみたものの，問題に
まったく慣れていなかったため，最初はほとんど手
がつけられません。１問解いては解説を読み，回答
のわからないところだけではなく，問題文や解説，
正解でない選択肢までも，今まで使っていた教科書
や参考書等で調べ，わからない用語や重要な検査値
などはノートに書き出していきました。また，受け

看護師国家試験・保健師国家試験

合 格 へ の 道

合格への道

医療福祉学科　　　　　　　　　　　　　　 
平成20年度卒業　永
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　私は４回生になってから，定期的にある国試グル
ープの勉強会や大学内での国試対策講座に出て，そ
の時間だけは集中して勉強していました。友達とグ
ループでの勉強会は，勉強になかなか気持ちを持っ
て行けない私に取って，「勉強する」という良い環境
設定でした。それは，分担制にしてその部分を調べ
てきては授業形式の勉強法だったので，嫌でも勉強
をする習慣になっていたからです。
　卒論が終わった頃，友達との勉強の進み具合の差
に驚き，猛勉強を始めます。私の勉強法は，ひたす
ら過去問や模試を説いて，その解説を読み，大事な
ところにマーカーで線を引いていきます。わからな
いところがあればワークブックで調べ，チェックし
ていきました。そして，夏休みに大学であった東ア
カの対策講座の資料を使い，基礎を納得いくまで勉
強しました。国試勉強に疲れたときには，友達と一
緒にご飯を食べにいったり，休憩したり，勉強以外
の話をしたりすることでメリハリがつき，勉強に集
中できたので，友達との勉強は良いと思います。し
かし，友達と自分との勉強のペースが合わなければ，
友達と一緒の勉強は自分にとっても，友達にとって
も良い影響は生まれないので「自分のペースで勉強
できる友達」を見つけて下さい。
　合格発表の当日，「ダブル合格おめでとう」の電話
越しの先生のお祝いの言葉で，やり遂げた実感とう
れしさがこみ上げてきたのを覚えています｡ また，
国試に受かったことで，福祉の道の一歩が踏み出せ
たように感じました。これから国試に向けて勉強す
る皆さん，学生生活の最後を次のステップに繋げら
れるように応援しています。

臨床心理士への道

臨床心理学専攻修士課程　　　　　　　　　　 
平成13年度修了　石
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　一次試験（マークと小論文）二次試験（面接）と
もに東京で行われた。全国から2000人をこえる受験

社会福祉士・精神保健福祉士

臨床心理士資格試験
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た模試の直しも欠かさずしていました。模試で間違
えた問題は自分の弱い分野がわかるので，少ない時
間の中でその分野を中心に国家試験の過去問題集を
するようにしました。間違いを書き出したノートは
赤シートを使い，一日の終わりに復習し間違えたも
のにはチェックをつけていき，チェックがついたも
のは次の日も復習するようにし，間違えたノートは
国家試験当日の直前にも見返しました。
　国家試験の２ヶ月前ほどから，試験対策のグルー
プのみんなと勉強会をするようになりました。朝に
弱い私が演習室に来なかったら，誰かメンバーが連
絡を入れてくれたので，毎日学校に行くのが習慣と
なりました。またわからないところはみんなで考え，
勉強に飽きたらお互い問題を出しあうなど，本当に
グループのメンバーみんなでがんばろうという気持
になり，試験を乗り越えることができました。
　それぞれ自分に合う勉強方法をみつけて集中し，
時には息抜きをするというメリハリによって国家試
験を乗り越えられたのかなと今振り返って感じてい
ます。

合格体験記

感覚矯正学科　視能矯正専攻　　　　　　　　 
平成20年度卒業　清

きよ

川
かわ

裕
ゆう

基
き

　

　本格的に国家試験の勉強を始めたのは10月頃。そ
れまでは学生最後の夏休みを満喫していました。
　秋学期が始まると講義や国家試験対策，さらに卒
業研究も加わり，それまで疎かにしていた勉強を嫌
でもやらなければならない状況に苦労したことを覚
えています。そこでまず私が行ったのは，勉強を習
慣化すること，そして具体的な目標を持って勉強す
るということでした。私の場合，一冊のテキストを
期間内に終えるよう計画的に毎日取り組みました。
そうすることで自分なりの勉強スタイルを確立し，
その後も効率よく行えたと思います。
　勉強していく上で，友人の存在はとても大きかっ
たです。勉強は自分一人で行うものですが，学校に
行けば理解できない点を教え合い，休憩時間を楽し
く過ごさせてくれる仲間がいたので，受験までの期
間，精神的に支えられ頑張ることができました。
　受験勉強をしていく上で何よりも大切なことは，
しっかりとした心構えを持つことです。次回の模試
では一問でも多く正解できるように，苦手分野があ
るなら得意分野にできるように意識して臨む姿勢

視能訓練士国家試験

は，結果を残す上で必要なことだと思います。

健康運動指導士への道 

―仲間と一緒に―
健康体育学科　　　　　　　　　　 

平成20年度卒業　山
やま

崎
さき

孝
たか

洋
ひろ

　

　皆さんこんにちは。私は３月に本学を卒業し，健
康運動指導士として４月から健康増進施設で働いて
います。実際に指導士の勉強は４年生の５月から始
めました。当初は教科書の分厚さ，内容の濃さに嫌
になりそうでした。そんな中，３月に行った病院実
習ではやりがいが大変あり，「絶対に指導士になっ
て，多くの人に健康になってほしい！」と，思うよ
うになり，勉強を続けることができました。４年生
は教育実習があり，途中３週間は勉強できませんで
したが，８月には上下巻が１度終わりました。人に
よって勉強のやり方は違うと思いますが，私は午前
中は前日やったところの復習をしていました。教科
書にアンダーラインを引いて，そこを自分の言葉で
まとめていました。午後からはひたすら教科書を読
み，わからないことがあったら，インターネットで
調べたり，先生に質問をしたりしていました。
　そんな生活が３月まで続きました。教科書も２回
読み終えました。常に勉強するとモチベーションが
上がらないので，自分なりの気分転換ができるもの
があればいいかと思います。今，改めて思うのは同
じ目標を持った仲間と勉強することの大切さです。
指導士の内容は幅広いので１人の力では無理です。
得意不得意の分野が出てくるので，協力していけれ
ば効率もいいと思います。１人でも多くの後輩が，
健康運動指導士として活躍できることを期待してい
ます。本学の健康体育学科が日本一の合格率となれ
る日が再び来ることを遠くから応援しています。卒
業生より。

管理栄養士資格は，絶対必携！

臨床栄養学科　　　　　　　　　　 
平成20年度卒業　桑

くわ

原
ばら

圭
よし

央
ひろ

　

　試験勉強を始めたのは４年生の４月，しかし本格
的には部活を引退した12月からでした。

健康運動指導士

管理栄養士国家試験

合 格 へ の 道（つづき）
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　勉強方法としては，12月までは模試や過去問に集
中し完全解答できるまで繰り返しました。合格ライ
ンは120点なので目標を150点に設定し，自分の得意
分野では８割を，苦手な分野では5.5割を目標に，各
分野での得点率を設定して力の入れどころを調整し
ました。勉強を進めるうちに，国試は基本的に同じ
問題を様々な表現方法で出題していると感じ始め，
ある時から「この問題はここを引っ掛けたいのだ，
こう答えさせたいのだ。」と分かってきました。
　そして，12月からは１冊の問題集に挑戦し，２ヶ
月で制覇できるように計画をしました。イメージを
大切にする私は，ルーズリーフに絵を描いて覚えた
り，代謝経路も分かりやすく表現したりするなど工
夫したため，完全に理解するまでに使用したルーズ
リーフは600枚を超えました。最低でも１日４時間は
勉強した結果，卒業後の現在では，健康増進施設に
勤務する男性の管理栄養士としてとても重宝されて
います。

届いた手紙

リハビリテーション学科　　　　　　　　　　 
平成20年度卒業　種

たね

本
もと

　　翔
しょう

　

　卒試・卒論・国試……。１年前，私はこの言葉に
怯え，自分を見失っていました。患者さんから手紙
が届いたのはそんな時でした。たどたどしくも懸命
に書かれたその文章は，強さと優しさで溢れていま
した。
　「強力な理由は，強力な行動を生む」
　手紙にのせられた想いは，目標を思い出させてく
れました。目標は理由となり，今を変えなければと
いう意志を私に植え付けました。つらい時も正直あ
ります。ただ，そんな時こそ気付いてください。思
い出してください。家族や実習指導の先生，担当の
患者さんなど，たくさんの方々の想いを背負って立
っていること。あなたを信じている人がいること。
一緒に歩む仲間がいること。
　最後に後輩へ。君たちが４年間で築いた財産は，
必ず大きな力となって，背中を押してくれます。
　絶対合格，全員合格。陰ながら，祈っています。

理学療法士国家試験

経営学検定を受験して

医療福祉経営学科　　　　　　　　　　　　　 
２年　野

の

島
じま

朋
とも

子
こ

　

　私は経営学検定の初級を２年の春に受験しまし
た。１ヶ月前くらいから対策をはじめました。先生
が対策講座を開いてくれたので，参考書などは買わ
ずに講座でもらったプリントだけを活用しました。
講座は１週間に１回１時間30分ありました。それ以
外では１ヶ月間１日１時間ほど勉強していました。
　経営学検定は過去に出題されたものと同じ問題が
使われることが多々あるので，参考書を読みあさる
よりはより多くの過去問を解くことをおすすめしま
す。選択問題なので，そんなにしっかりと覚えなく
ても点数はとれると思います。
　私が最も苦労したことは，人名がカタカナで覚え
にくかったことと，人名とその人がつくりだした経
営理論の体系を結びつけて覚えることでした。
　経営組織論や経営学総論の授業で聞いたことがあ
るような名前も結構出るので，学校の授業も大切に
してください。
　３年生，４年生では忙しくなり，あまり資格試験
のための勉強時間がとれないと思われますので，１
年生２年生の間に挑戦することをお勧めします。

Go for it 
―目標に向かって頑張る―

医療秘書学科　　　　　　　　　　　　　　　 
３年　中

なか

原
はら

亜
あ

紀
き

美
み

　 
高
たか

橋
はし

明
あき

子
こ

　 

小
こ

坂
さか

麻
ま

依
い

　

　私達は秘書技能検定１級に合格しました。受験し
た理由は，ビジネスマナーや敬語などを身につけた
かったからです。
　秘書検定の筆記試験は，実際のオフィスにおける
状況事例から出題されます。１級はすべて記述で答
えるため，理由づけて書くことに苦労しました。例
えば，予約のない来客への対応や上司不在時の対応
など，社会人経験のない私達がその場面を想像する
ことはとても困難でした。そして，二次の面接試験
は実技です。“上級秘書”になりきって臨みました。

経営学検定

秘書技能検定１級

合 格 へ の 道（つづき）
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最初は立居振舞いや敬語など，頭では分かっていて
も思うように体が動かない，言葉が出てこないとい
う壁にぶち当たりました。しかし，先生方のご指導
の下，「絶対に合格する」と強い目標を持ち練習を重
ねたことで確かな成長を感じ，自信へと繋がりまし
た。
　合格証を手にした今，嬉しさと同時に今後は１級
取得者としての自覚を持ち，それに相応しい言動を
しなければいけない，というプレッシャーを感じて
います。また，身につけたことを忘れず，さらなる
スキルアップを目指すことを決意しました。
　そこで私達は，秘書検定サークル「Go for it」を
結成しました。１級の取得に満足することなく，今
度は指導をする立場の視点になって，受験者と共に
研究し向上できるよう頑張ります。私達は，より高
い目標に向かって新たなスタートを切ったのです。

日々の積み重ね 

（２級建築士への道）
医療福祉デザイン学専攻修士課程　　　　　　　 

平成18年度修了　野
の

上
がみ

直
なお

紀
き

　

　設計事務所で働く上で，建築士の資格は持ってい
て当たり前とされる資格です。昨年，２度目の挑戦
で２級建築士の資格を取得しましたが，最初の挑戦
はあえなく失敗。一緒に受験した後輩が一足先に合
格したのを知り，正直焦りました。同時に「２級建
築士なんて楽勝」と高をくくっていた自分を恥ずか
しく感じた瞬間でもありました。
　試験後すぐ「よし，次こそは合格する。あんな思
いをするのは二度と御免だ」と，毎日必ず勉強時間
を捻出するように心がけ，さらに試験の４ヶ月前か
らは，１日の内の空き時間のすべてを勉強に費やす
ようにしました。朝，起床してからの１時間で過去

二級建築士

問題を解き，仕度を済ませて就業１時間前には事務
所へ到着し，１日の仕事準備を終えてから，就業時
間までの約30分で答え合わせをします。昼休みは早
めに食事を終えて，間違えた箇所の復習，仕事を終
え帰宅するのは23時～０時過ぎです。さらに１日の
復習をして就寝という毎日が続きました。試験当日
まで１日平均３時間以上を勉強に費やし，その甲斐
あって合格することができました。
　最終目標は１級建築士の資格取得なので，まだま
だ勉強の日々は続きます。目標に向かって一歩ずつ
進んでいくことは長い道のりとは思いますが，日々
の積み重ねが結果を生むのだと思います。ぜひ，後
輩の皆さんにも頑張ってほしいと思います。

Never give up ！

医療情報学科　　　　　　　　　　　　　　　 
３年　石

いし

井
い

孝
たか

明
あき

　

　ここでは，私が資格取得のために行った勉強方法
や大切だと感じたことについて書かせていただきま
す。これから資格を目指す皆さんの参考になれば幸
いです。
　私は，２年次の春に初級システムアドミニストレ
ータ，秋に基本情報処理技術者の資格を取得しまし
た。これらの資格は，情報処理技術者としての「知
識・技能」の水準がある程度以上であることを示す
国家資格です。また，３年次の夏には医療情報技師
を取得しました。
　効率よく勉強を行うためには，まず自分にあった
勉強方法を見つける必要があります。十人十色，様々
な勉強方法があると思います。私の場合は，まず参
考書を読み，記憶が新しいうちに読んだ分野の過去
問題を解く，という勉強方法を実践しました。実際
に過去問題を解くことで試験の出題傾向が掴めてき
ます。類似問題が出題されたら確実に解けるよう解
答・解説までしっかりと目を通すことが重要です。
　これらの試験を受ける上で一番大切なことは「最
後まで諦めないこと」です。諦めそうになった時は

「今諦めたら絶対に後悔するぞ！」と何度も自分に
言い聞かせました。途中で諦めてしまうか，最後ま
でやり遂げられるか，ここが運命の分かれ道です。
ぜひ最後まで諦めずに合格を掴み取ってください。

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
　よろしくお願い 
　　　　　いたします

保健看護学科　講師 

水
みず

町
まち

清
きよ

美
み

　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，熊本大学を卒業後，念願だっ
た小児科の看護師として神奈川県こども医療センタ
ーに勤務しました。その後，大学で看護教育と「慢
性疾患の子供の復学支援」や「慢性疾患の子供への
医療的ケアのコーディネーション」など，主に小児
看護領域の研究に従事していました。
　10月１日に着任し，５日から川崎医科大学附属病
院で臨地実習が始まりました。着任後まだ２週間し
かたっていませんが，本学３年生の皆さん，病棟看
護師の方々，患者様と素敵な出会いがありました。
先日，ある患者様から＜幸せの５か条＞「嬉しいな。
楽しいな。ついてるな。有難いな。幸せだなあ。」を
教えていただきました。学生の皆さんが患者様のこ
とを一生懸命に考え，実習をしている姿や，病棟看
護師の方々が根気強く，そして暖かく学生指導をし
てくださる姿を見ながら，私は「嬉しいな。楽しい
な。ついてるな。有難いな。幸せだなあ。」と言って
いました。そして，とても恵まれた環境の中で勤務
させていただくことを有難く感じました。
　これからは微力ながら，教育と研究に尽力したい
と思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。

　川崎医療福祉大学の 
　　　　一員になること

健康体育学科　准教授 

兒
こ

　玉
だま

　　　拓
たく

　健康体育学科にお世話になることになりました兒
玉です。この度ご縁があり８月１日付で本学の大学
教員として着任いたしました。どうぞよろしくお願
いいたします。
　私はこれまで大学や地域での臨床医学を，また大
学院や米国コロラド州の研究所で臨床研究に従事し
てまいりました。臨床では呼吸器病態学を中心に診
療しており，特にアレルギー性気管支喘息を専門と
しています。
　私は，健康と運動といった人間の普遍的な関心に
対して，科学的に追求する健康体育学には大きな可
能性を感じています。現在多くの研究者がスポーツ
医学の理論構築とその実践を行い，また多岐に亘る
アプローチで研究を実践していますが，呼吸生理学

での免疫学的な観点から眺めますと，スポーツ医学
に貢献できることがまだまだ多く残されています。
今まで気道免疫細胞の炎症反応での動態を研究テー
マにしていましたが，今後の研究を通して加齢に伴
う呼吸器機能が低下した方，あるいは超人的な運動
能力を持っているスポーツアスリートの方の免疫機
能の解析から，新たな運動生理学の知見を得ること
ができればと期待しています。
　学生の皆さんや職員の方との出会いも大変楽しみ
です。今後は講義や実習を通して，学生の皆さんや
同僚の先生方と共に学び，人生研鑽に努めながら川
崎医療福祉大学の発展に少しでも寄与できればと切
に願っています。

　はじめまして
中央教員秘書室 

佐
さ

々
さ

木
き

　めぐみ

　皆様はじめまして。10月１日より，９階教員秘書
室でお世話になっています，佐々木めぐみと申しま
す。大学４年間は京都で一人暮らしをしていました
が，卒業後は倉敷の実家に戻り，両親と家族３人で
暮らしています。
　私はこれまで小売業界で働いており，大学事務の
仕事は初めての経験になります。不安や緊張もあり
ますが，これからどんどん新しい経験をして，たく
さんの事を吸収していけることを楽しみにしていま
す。教員秘書室の皆様方には，何も分からない私を
温かく迎えて頂き，とても感謝しています。ご迷惑
をお掛けする事も多々あるかと思いますが，早く仕
事に慣れ，皆様のお役に立てるように頑張ります。
よろしくお願い致します。

　はじめまして
庶　務　課 

大
おお

江
え

麻
ま

記
き

　６月24日より庶務課でお世話になっております，
大江麻記と申します。今回，このように恵まれた環
境で働かせていただくことになり，とても嬉しく思
っています。以前も事務の仕事をしていましたが，
大学内での仕事は初めてです。ご迷惑をおかけする
ことがあるかもしれませんが，早く仕事を覚えて皆
様と仲良くいい仕事ができるように頑張っていこう
と思っています。よろしくお願い致します。
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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）の重要性や取り組み
の必要性について，教員の認識を深
め，教授法の組織的な改善を図るた
めに，本学のＦＤ活動の一環として，
本学教員を対象に平成17年度より毎
年行っています。
　今回は，愛媛大学より佐藤浩章准
教授をお招きして，愛媛大学におい
て実施している「授業コンサルテー
ション」の技法を紹介していただき，
本学での授業改善に資することを目
的として，下記のとおり研修会を開
催しました。

＜研修＞
○日　時：

【１回目】８月26日㈬　10：00～12：00 （44名参加）
【２回目】８月26日㈬　14：00～16：00 （38名参加）
○場　所：川﨑祐宣記念講堂１階第２会議室
○内　容：「授業コンサルテーションの進め方」

　「授業コンサルテーション」とは，学生の資質向上
を目指して，コンサルタントが授業に関する学生の
声を集計し，担当教員へ伝えた後に結果を学生へフ
ィードバックすることで，学生が授業に対する多様

キャンパス・トピックス

な価値観を理解し，学習意欲を高めることを目的と
して行う教育改善の取り組みの一つです。この技法
は，短期間の研修で修得が可能であり，授業改善の
効果も大きいとされています。
　まず，愛媛大学で行っている「授業コンサルテー
ション」の概要や手順，留意点について，取り組み
の概要をまとめたＤＶＤの上映や自身のコンサルタ
ントとしての外国大学での学習経験を交えながら，
具体的な説明がなされました。次に，実際の講義で
集計した学生のアンケートを基に，授業改善につい
て相談を受けた場合のサポートやコンサルタントの
対応等，実践的な手法を身につけるためのグループ

ワーキングを行いました。最後に，
グループ毎に課題や問題点を発表
し，それについて活発な意見交換を
行うことで，学生の資質向上のため
の「授業コンサルテーション」の効
果的な実施方法と具体的な目的意識
の共有ができ，大変有意義な研修と
なりました。
　今回修得した授業コンサルテーシ
ョンの技法を活かし，教員が授業か
ら学び合うことで，本学の現状に則
した新たな取り組みを模索していく
とともに，今後も学生への充実した
教育サービスの提供に努めていきた
いと考えます。

平成21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21年度第 1 回～第 4 回　オープンキャンパス開催
　平成21年度のオープンキャンパスは，５回の開催
予定ですが，平成22年度入試志願者を対象としての

　今年度は，参加する方が自由に様々な企画に参加
できるように受付時間を９：30～14：30とし，ミニ
講義をはじめとする各企画の時間配分を工夫しまし
た。
　第１～３回で実施した「学科説明・実習室見学」
では，教員や先輩に勉強の内容や学生生活の様子を
聞いたり，専門的な器具・用具が整っている実習室
を見学したりするなど，充実した時間を過ごされた
様子でした。また，各学科・専攻で２回開催の「ミ
ニ講義｣ も多くの方々が聴講され，専門分野に関す
る講義に，一足先に大学生気分を味わっておられま
した。
　なお，第２回目は岡田学長からあいさつを兼ねて，
本学の理念と求める学生像についての講話があり，
参加者は熱心に聴き入り感銘を受けておられまし
た。
　同じく第２回目に開催された「保護者対象の学生
生活説明会」では，学外から講師を招聘し，「教育費
の現状とその対策について」と題して，教育費の現
状，各種奨学金制度，教育ローンなどについて詳細

開　催　日　程 第１回
6 / 21 ㈰

第２回
8 / 9 ㈰

第３回
9 / 13 ㈰

第４回
10 / 10 ㈯・11 ㈰

参　加　者　数 722人 1,761人 503人 393人

開　催　内　容

・入試概要説明
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，編入学等相談

・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，編入学等相談

・入試概要説明
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，編入学等相談

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，編入学等相談

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（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265人

開催は４回目で終了しました。日程および内容等は
次のとおりです。

に解説され，保護者の皆様にとって大変参考になっ
たようでした。
　第４回目は，学園祭と同時開催のため，第１～３
回とは違い，多くの地域住民や来校者の方々，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。
　昨年度も好評の「川崎医科大学附属病院見学ツア
ー」は，本学に入学する学生の大半の実習病院であ
る川崎医科大学附属病院の見学が，附属病院スタッ
フの全面協力により実現したもので，日頃は見られ
ない病院の施設・設備を分かりやすい説明で見学す
ることができ，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。
　来年度は，さらに開催時期・内容・告知の方法な
どを十分に検討して，今年度以上に満足していただ
けるようなオープンキャンパスの実施をめざしま
す。
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キャンパスインフォメーション

図書館だより

秋は白。
秋は夕暮。
秋は♪銀杏紅葉の舞い散る交差点♪
皆さんの秋は。

図書館からの秋のお知らせは下記の３つです。
１．秋学期も10月15日～11月19日の期間，情報検索
講習会を開催します。講習データベースは以下のと
おりです。
　・医中誌WEB：国内発行の医学・歯学・薬学・看

護学およびその関連領域の雑誌論文を収録した
医学文献データベース。

　・PubMed：世界約70カ国の医学・薬学・看護学
およびその関連領域の雑誌論文を収録した医学
文献データベース。

　・MAGAZINEPLUS：国内発行の雑誌文献デー
タベース（国立国会図書館の「雑誌記事索引」
も含む）

　・PsycINFO：心理学とその関連分野の行動科学，
精神医学，社会学科学の文献データベース。

　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。
２．今年で３回目になる「学生選書ツアー」を11月
14日㈯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（岡山市内）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。１
回目，２回目と大変好評でした。学生の皆さんが熱
心に本を選ぶ姿は見ていて実に感動的です！
　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ので，次回の参加をお
待ちしています。
３．書架の収容スペースに空きがなくなってきたの
で，書架移動をこの夏季休暇中に実施しました。２
階に配架していた「機械工学・原子力工学」，「電気
工学」を１階に移動し，その他の図書も以前の配架
場所から書架１本分程度前後する場所へ移動しまし
た。書架の見出し，資料配置図は，移動後の分類に
訂正しています。「この辺りが僕の私の本がある場
所」と思っていた人は，「あれ？」と思うかもしれま
せん。「本がなくなった！」と驚かないで見出しをよ
く見て探してください。

同窓会だより
　同窓会の活動，ご存知ですか？

川崎医療福祉大学同窓会　　 
副会長　川

かわ

上
かみ

紀
のり

子
こ

　
　晴天に恵まれ，本年度も学園祭が無事に終わりま
した。実行委員会の皆様，模擬店で盛り上がった皆
様，お疲れ様でした。同窓会でも「ホームカミング
ディ」という企画を行っているのをご存知でしょう
か。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。同窓会会
員とそのご家族のために，授乳・おむつ交換のスペ
ース，ちびっ子が遊べるようにマットを引いたプレ
イゾーンを設けています。さらに，３回目となる今
年度はイベントとして「陶芸教室」「ストレッチ教
室」「整体」「キャンパスツアー」を企画し，２日間
で利用者はのべ100人を越えました。
　参加者のアンケートには，「キャンパスツアーで卒
後の学園の変化がよくわかった」，「整体やストレッ
チ教室は気軽に頼めて楽しかった」，「陶芸教室は親
子で参加できてよかった」など，イベントに関する
良い感想をいただけました。過去２回の感想は「大
学に来るきっかけになった」というものがほとんど
でしたが，３回目にして大学に帰ってくるだけでな
く，イベントを楽しんでいただくことができました。
また，私事ですが，６月末に第一子を出産，初めて
わが子との学園祭を体験でき，乳児と一緒に学園祭
を訪れることの大変さと昨年まで手探りで行なって

いたこの企画の意義を「こういうことだったのか！」
と実感することができました。
　同窓会活動はこの他に，年に１度の会報発行と各
支部活動を行っています。本年度，15期生卒業およ
び大学院終了で同窓会会員は11,796名になりまし
た。現住所の登録は半分以上が中国地方ですが，北
海道から沖縄まで各地で川崎医療福祉大学の卒業生
が活躍しており，現在，関東支部，兵庫県支部，福
山支部，九州支部，栄養学科支部で講演会や飲み会
といった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。みなさんにとって卒後のことな
ど想像もつかないと思いますが，中には在学中の学
生さんを交えての交流会を開いていることもありま
すので，就職や実習
に関する相談・質問
などができる場もあ
るかもしれません。
　同窓会では卒業し
ても川崎医療福祉大
学とのつながりを保
てるようお手伝い
し，「また訪れてみよ
う！」と思っていた
だけるよう頑張って
いこうと思います。
もしも卒業してから

「今，大学はどうなっ
てるかなぁ？」と思
ったら，安心して同
窓会に連絡してみて
ください。 16期生と
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室編 集
◦今年も大いに盛り上がった川崎学園祭が終了しました。学生達が自分たちで考え，準備し，大成功を

収める様子には，私たち教職員もパワーをもらいました。
◦日ごとに寒くなり，冬がやってきました。徐々に近づいてくる就職や国家試験の対策をみなさんは考

えていますか。今誌は，先輩方からのアドバイスをいただいています。貴重なアドバイスを参考にし
てください。みなさんの健闘を祈っています。

◦みなさん，ご存知ですか？　喫煙場所がついに一箇所となりました。その場所とは……講義棟１階で
す。禁煙を心がけてほしいですが，どうしてもタバコを吸いたいときには，喫煙場所を利用してくだ
さいね。

大　学　行　事
12月19日 学部）秋学期代替授業（月曜日分）
12月23日～１月７日 大学院）冬季休業
12月24日～26日 大学院）集中講義
12月24日～１月７日 学部）冬季休業
１月８日 学部）授業開始
１月８日 大学院）授業開始
１月９日 学部）秋学期代替授業（月曜日）
１月27日 大学院）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）秋学期授業終了
２月１日～３日 学部）秋学期補講
２月４日～19日 学部）秋学期定期試験

（２月５日除く）

学会等開催〔予告〕
11月28日～29日 日本パーソナリティ心理学会第18

回大会
11月29日 ㈳日本視能訓練士協会生涯教育制

度中四国ブロック新人教育技能日
程―視野検査―

11月29日 第５回全国大学院遺伝カウンセラ
ー養成課程連絡会議

12月12日～13日 乳房超音波講習会・認定試験
12月13日 健康運動実践指導者認定試験（指

導実技試験）
12月19日 岡山リハビリテーション講習会
１月23日 岡山県医療ソーシャルワーカー協

会基礎コース研修
２月20日 岡山県言語聴覚士学術研究会教育

研修会

視察往来（ 7 月15日～11月18日）

９月14日 オックスフォード大学グリー
ンカレッジ学長来学

人　事　異　動
〈配置換〉 新  旧
渡辺　慶子 庶務課事務職員 中央教員秘書室
  事務職員
岡田　京子 教務課事務職員 庶務課事務職員

（10月１日付）
〈新任〉  
大江　麻記 庶務課事務員  （６月24日付）
兒玉　　拓 健康体育学科准教授 （８月１日付）
水町　清美 保健看護学科講師  （10月１日付）
佐々木めぐみ　中央教員秘書室事務員（10月１日付）

〈退職〉  
浜畑　幸恵 臨床工学科事務員  （６月29日付）
深水　博子 庶務課事務員  （６月30日付）
村本　桂子 健康管理センター事務員 （６月30日付）
虫明久美子 教務課副主任  （８月31日付）
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