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　4月4日（水）に入学式が挙行され、看護科と医療介護福祉
科に164人の新入生を迎えました。臨床検査科、放射線技術
科、医療保育科が川崎医療福祉大学に移動したことで、新入
生の総数は昨年度から大幅に減りました。そのため、これまで
活発だった部や同好会の活動も、新入部員の減少によって低
迷するようになっています。
　今回の特集では、部活動の活性化と、存続すら危ぶまれる
ようになっている部の応援を目的として、「部活動紹介」を企画
しました。それぞれの部の勧誘文や活動写真を掲載していま
す。この記事を見て部活動に興味をもった方は、ぜひその部を
訪れてみてください。
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来たれ新入部員

特  集特  集

学 友 会

　学友会は、学園祭、スポーツ大会、クリスマス会など、主に学

校行事の企画や運営を行っています。また、安全パトロール隊

として定期的に地域を巡回し、学生と住民の安全確保に努めて

います。これらの活動を通して、本学の学生同士だけでなく、川

崎学園の他校の学生や地域の方々 との交流も深めています。

責任が重く大変なこともありますが、お互いに協力することで、連

帯感と達成感が生まれます。あなたも一緒に学友会役員となり、

よりよい大学づくりを目指してみませんか？

皆で
がんばろう！

主に
こんなことをします。

研修旅行へ
行きました。

清掃活動



合気 道 部

　こんにちは。川崎医療短期大学の弓道部です。毎週月・

水・金曜日に川崎医療福祉大学の弓道場で、川崎医科大

学のメンバーと合同で練習しています。現在の現役部員数

は12人(3年生4人、2年生3人、1年生5人)です。個性の強いメ

ンバーが楽しく活動しています。「弓道なんかやったことない」

という方でも大丈夫です。先輩が優しく丁寧に指導してくれ

ますし、現役部員の半数以上は初心者です。放った矢が的

に当たると爽快な気持ちになります。少しでも興味のある方

は、一度弓道場に足を運んでみてください。
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集中力が
高まります。

　こんにちは！合気道部です。合気道とは相手の力を利用して、

相手を制する武術です。護身術など普段の生活に役立つ技も

あります。活動場所はクラブハウス1階で、毎週月曜日と金曜日

の18時から19時までです。稽古はメリハリをつけて楽しく行ってい

ます。勉強との両立もできます。他大学との交流も盛んで、交友

関係を広げることができます。袴をはいてみたい方、護身術を身

につけたい方、体力をつけたい方など、男女を問わず大歓迎で

す。初心者も大歓迎です！一緒に楽しく体を動かして、運動不足

を予防しましょう！

弓 道 部

袴、
かっこいいよ〜！

私たちと一緒に
活動してみませんか

他大学とも
仲良しです。

部員募集中
見学来てね

年に4回
昇級審査が
あります！

目指せ！
黒帯☆

春・夏に
合宿あるよ

学園祭演舞会

春合宿稽古風景

3月に帝釈峡で春合宿がありました！

先輩が1対1で教えてくれます

普段の練習の様子



ソフトボール部
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　皆さん、こんにちは。私たちは毎週土曜日の13時30分から医

療短大グラウンドで活動しています。年間を通して、練習試合や

大会などにも参加しています。去年の中庄地区の大会では惜し

くも準優勝だったので、今年こそは優勝できるように頑張って練

習をしています。現在、部員は23人で、男女を問わずさまざまな

学科の学生が所属し、交流を深めながらソフトボールを楽しん

でいます。ソフトボールに興味のある方や、週に一度体を動かし

たい方はぜひ一度見学に来てください。

　バスケットボール部は、毎週月曜日と木曜日の18時か

ら20時まで本学の体育館で活動しています。部といっても、

中学や高校のような走る練習などの基礎練習は一切しま

せん。シュート練習や練習試合をするだけなので、初心者

の方も取り組みやすいと思います。今年は川崎医療福祉

大学のバスケットサークルと合同で活動しています。その

ため、さまざまな学科の人たちと交流できます。バスケット

ボールに興味のある方は、ぜひ遊びに来てください。

バスケットボール部

未経験者大歓迎

入部
待ってます！

遊びに
来てね！

シュート練習
してます！

練習試合（VS済生会）

H29年度中庄大会



軽音 楽 部
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　私たちバドミントン部は、毎週月曜日と木曜日の週2日、18

時から20時まで活動しています。活動場所は本学の体育館

です。1年生から3年生まで男女たくさんの部員が楽しくバドミ

ントンをしています。経験者から全くの初心者までさまざまで

すが、基本的には自由にペアを組み試合形式で練習をして

います。走り込みや基礎練習のようなものはないので、気軽

にバドミントンを始めたいという方にもお勧めです。ちらっと見

学に来るだけでも構いませんので、ぜひとも体育館に足を運

んでください！

バドミントン部

　はじめまして。私たち軽音楽部は、現在19人で活動しています。

活動日は月・水・金曜日、場所はクラブハウスの2階（部室）です。

学園祭ライブやクリスマスライブなどの学内ライブ、野外ライブ

やライブハウスで行う学外ライブに向けて日々 練習しています。

部員同士の親睦を深めるために、バーベキューや夏の合宿な

どの行事も行っています。バンドが好き！バンドをしてみたい！と

いうあなたは、ぜひ一度、部室やライブに足を運び、私たちの活

動を見てください。初心者、経験者どちらも大歓迎です。一緒に

音楽を楽しみましょう！

ぜひ一度ライブを
見に来てください！

わたしも大学に入って
からはじめました！

音楽
たのしいよ〜

待ってます！

体育館に遊びに
来てね！
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シンデレラ♪

これよくない？

♥️
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献血ボランティア部

　こんにちは！私たち献血ボランティア部は、岡山県学生献血

推進連盟（S.B.D.Momo）に所属し、川崎学園を中心に学生

に献血を広める活動をするとともに、県内の若年層（16歳から

献血可能）に向けて献血推進活動を行っています。また、献血

の普及を目指して、献血対象年齢未満の子どもたちに献血の

疑似体験をしてもらう「キッズ献血」や、街頭での呼びかけも実

施しています。もちろん、私たちも献血をしています。今まで献血

をしたことがなくても大丈夫です！少しでも興味のある方は看

護科2年 藤生（ふじお）まで来てください。待っています！

　こんにちは！私たちは、川崎医療短期大学のボランティアサ

ークル「Berry Kids」です。子ども向けのイベントや病院での活

動にボランティアとして積極的に参加しています。ボランティア活

動を通して、子どもとの関わり方を学び、地域の方 と々の交流を

深めることができます。川崎医科大学附属病院の病児保育室

では、季節に合わせた壁面作りを手伝わせていただいています。

これら活動によって得た知識や経験は、就職活動や将来の仕

事にも役立つため、お勧めです！！皆さんも「Berry Kids」の活

動に参加してみませんか？

Berry kids

楽しくみんなで
活動しています！！

造形室で
やってるよ〜

岡山駅での
呼びかけの様子

たのしいよ〜！

制作の様子

なに作ろうかなあ

病児保育室での壁面作成

岡山県学生献血推進連盟

けんけつちゃん♪
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平成30年度

学 外 研 修
教員や同級生と親睦を深めるため、入学して間もない時期に学外研修を行っています。

● バスの中のレクリエーション
　2年生が司会を担当し、参加者の名
前を使ったビンゴゲームをしました。
ビンゴで名前の挙がった人から自己紹
介をしていきました。学生や教員の意
外な一面やお互いの共通点を知ること
ができ、親睦を深めることができまし
た。

● 大阪名物で昼食
　通天閣周辺を観光しながら、串カツ
やたこ焼きなどの大阪名物を味わいま
した。お天気に恵まれた絶好の学外研
修日和となりました。

● 総合福祉展の見学
　非常に広い会場にたくさんの福祉機器
が展示されており、その規模に圧倒され
ました。学生たちは、自分の興味のある
分野に絞って展示を見ることにしていた
ため、目的のブースで企業の方の説明に
熱心に耳を傾け、最新の福祉機器に興味
を示していました。

看護科

医療介護
福祉科

学外研修

2018年4月21日（土）

8：30～18：00日　時

2018年4月21日（土）

8：50～15：00日　時

インテックス大阪　

バリアフリー2018行き先

金刀比羅宮
中野うどん学校行き先

　新入生が親睦を深めて学生生活をスムーズに始められるように、1、2年生合同の研修を行いました。今年
は、インテックス大阪で開催された「バリアフリー2018（第24回高齢者・障がい者の快適な生活を提案する
総合福祉展）」で最新の福祉機器について勉強しました。

　看護科の新入生と教員総勢166人はバス4台に分乗し、仲間づくりと学生・教員間の関係づくりのた
め、看護科では初めて香川県に研修に行きました。初夏を思わせる陽気の中、学生たちは「こんぴらさ
ん」の名で親しまれる琴平町を散策し、仲間たちと楽しいひと時を過ごしました。

● 与島パーキングエリア
　香川県に向かう途中、瀬戸大橋のほ
ぼ中央に位置する与島パーキングエリ
アに立ち寄りました。瀬戸大橋を間近
に眺めることができるビューポイント
で記念撮影をする学生や、大きなお団
子を頬張る学生もいました。

● 金刀比羅宮参拝
　金刀比羅宮では、全員がそれぞれの
想いを胸に石段785段を登り御本宮へ
向かうはずでしたが、御本宮まで参拝
できた学生は数人でした。ほとんどの
学生が表参道でお買い物を楽しんだよ
うです。

● 中野うどん学校
　参加者一同、中野うどん学
校オリジナルのエプロンを締
め、本場さぬきの手打ちうどん体験
に臨みました。楽しい音楽に合わせて
足踏みダンスをし、より腰の強いうど
んを作りました。最後に実食。作りた
てのうどんの味は格別でした。
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新温泉町長賞
志「どうするべき？」と考える
ドラマのナース我が身のごとく

看護科 2 年　木曾田 遼子
【作品に込めた思い】
「看護について学ぶ以前とはドラマを見る視
点が変わり、医療者としての自覚が少しずつ
芽生えている自分を表現しました」

新温泉町長賞
専門の言葉と知識増えて行き
実感が湧く自分の未来

看護科 2 年　豊嶋 皐介
【作品に込めた思い】
「看護や医学について学び感じていることをそ
のまま表現しました」

新温泉町教育長賞
がつがつと餌を求める肉食獣
かわいいペットわたしのカメキチ

看護科 2 年　丸山 美咲
【作品に込めた思い】
「食いしん坊なカメキチのかわいさを表現しま
した」

神戸新聞社賞
最近は出演者より医療器具に
釘付けになる医療ドラマで

看護科 2 年　岡　志保
【作品に込めた思い】
「以前はかっこいい俳優さんばかりを見ていまし
た。ところが、医療用語や器具を覚えるようになっ
てからは、そちらに注目するようになりました」

平成29年度 後期

コンテスト受賞のお知らせ

❖日本語に関する取り組み❖

第23回「前田純孝賞」学生短歌コンクール
5人が入賞
4人が佳作
　兵庫県新温泉町出身の歌人、
前田 純孝を顕彰する学生短歌
コンクール（同町などが主催）
に、「文章表現」受講の看護科
の学生が応募しました。その結
果、奥田 裕子さんの作品が、大
学生の部の応募作品 625 首の一
席として「前田純孝賞」に選ば
れました。選者の佐佐木 幸綱
さんから、「初句と二・三句が
倒置されていて、作者の思いの
強さが真っ直ぐに伝わる工夫が
されています。看護をされてい
る人にとって、知識や技術を持
つ者ではなく、話しやすい者が
一番身近で一番頼りになる、と
いうことを作者は理解したので
す。すばらしいですね」という
選評をいただきました。奥田さ
んをはじめ、看護科の学生 9 人
の作品が入選し、合わせて学校
特別賞を受賞しました。入賞作
品は、作品にちなんだイラスト
を描くよう主催者から依頼さ
れ、奥田 裕子さん、木曾田 遼
子さん、豊嶋 皐介さん、丸山 
美咲さん、岡 志保さんの個性豊
かな作品が新温泉町浜坂先人記
念館に展示されました。以下に
それぞれの作品を紹介します。

前田純孝賞
目指したい話しやすさの一番を
看護の上で大切なこと

看護科 2 年　奥田 裕子
【作品に込めた思い】
「患者さんからコミュニケーションがとりやすいと
思ってもらえる看護師になりたいと思っています。
そんな気持ちを短歌に込めました」



　

日本語に関する取り組み
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佳作

全力でライブ楽しんだ翌日は体が痛い心が寂しい

看護科 2 年　北野 桃夏
【作品に込めた思い】
「ライブに行き、毎回感じることを短歌にしました」

オレンジペン勉強するたび減っていく看護の知識は
増えているかな

看護科 2 年　澄田 祐華
【作品に込めた思い】
「オレンジペンが減った分だけ、新しい知識が頭の中に
入っていればいいなと思って書きました」

暑い夏フェスの季節がやってきた見せつけてくれ
ＲＯＣＫなハート

看護科 2 年　天願 珠未歌
【作品に込めた思い】
「待ちに待ったフェスへの熱い思いと、ＲＯＣＫの情熱を
表現しました」

疾患名症状の名前組織名専門用語の海に飲まれる

看護科 2 年　林　紬美
【作品に込めた思い】
「次から次へと波が押し寄せるように新しい専門用語を学
び、めまぐるしく過ぎていく日々を表現しました」

❖ 傘を閉じ肩触れ合って雁
がん

木
ぎ

下
した

阿部 雅菜

❖ 白球と歓声吸い込む夏の空 井関 華奈子

❖ 朝からの雨のあじさい日和かな 糸島 美里

❖ 実習とテストを終えて夏終わる 遠藤 亜樹

❖ 人の波に呑
の

まれて過ぎる大晦日 大槻 美里

❖ 五
さつきがわ

月川蛙飛び込み我献血す 岡内 舞美

❖ 冬生まれ走って向かう初献血 笠井 藍美

❖ 向
ひ ま わ り

日葵と心の向きを同じにし 佐野 明日香

❖ 自転車を走らせ味わう秋深し 高木 亜美

❖ 風鈴の音色で気づく夏がきた 髙橋 佳奈

❖ 澄み切った空飛びまわる赤とんぼ 田中 希世巳

❖ 祖父からの大きな大きなひな人形 谷井 友美

❖ 雪白く外で遊ぶ子頬赤し 仲前 美里

❖ 幼子の笑顔を乗せて飛ぶ羽子よ 名本 灯里

❖ 晴れの国梅雨入りしたかと曇り顔 難波 久乃

❖ 初紅葉見つけて笑う小さな手 藤井 祐希

❖ 玄関で春を知らせる雀の子 藤原 美桜

❖ 息を吸う冷たい風がツンとする 松浦 右香

❖ 子どもたち主役になれる運動会 山田 真由

❖ 初日の出今年一年幸あれと 吉井 佑華

❖ 祭り日はいつもの君とは違う君 吉田 いずみ

　日本赤十字社主催の俳句コンテストに、医療保育
科2年次生対象の「幼児と国語」の受講生75人が応
募し、岡山県赤十字血液センター団体賞を受賞しまし
た。今回で9度目の受賞です。
　75人の合計666句のなかから、主なものを以下に紹
介します。献血と命の尊さ、学生生活、子どもや家族へ
の愛情、友情、恋、自然に対する感動が躍如として描
かれています。

第12回

赤十字・いのちと献血
俳句コンテスト
一般団体の部にて団体賞受賞
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協助会報告

	 会　長	 大森	雄治	（看護科2年）
	 副会長	 淺野	宏之	（看護科1年）
	 副会長	 小池	将文	（川崎医療短期大学学長）
	 監　事	 大矢	雅子	（医療介護福祉科2年）
	 監　事	 太田	知子	（医療介護福祉科1年）

平成30年度
川崎医療短期大学
協助会役員

平成29年度収支決算書および平成30年度収支予算書

一般会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
会費 4,350,000 学生研修助成費 3,696,391
前年度繰越金 5,334,122 厚生福利費 996,088
雑収入 260 学生生活指導費 2,132,460

進路指導助成費 1,411,724
渉外費 51,944
事務費 384,299
雑費 5,940
予備費 19,500
次年度繰越金 986,036

合　　計 9,684,382 合　　計 9,684,382

特別会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
前年度繰越金 11,356,882 次年度繰越金 11,359,891
雑収入（預金金利） 3,009

合　　計 11,359,891 合　　計 11,359,891

一般会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
会費 4,770,000 学生研修助成費 3,660,000
前年度繰越金 986,036 厚生福利費 940,000
特別会計からの繰入金 2,900,000 学生生活指導費 1,710,000

進路指導助成費 1,500,000
渉外費 100,000
事務費 360,000
雑費 10,000
予備費 376,036

合　　計 8,656,036 合　　計 8,656,036

特別会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
前年度繰越金 11,359,891 携帯電話充電器コネクタ更新費用 80,000
雑収入 2,500 一般会計への繰出金 2,900,000

次年度繰越金 8,382,391
合　　計 11,362,391 合　　計 11,362,391

※�特別会計は、教育・実習のための施設設備および学生のために特に必要なものを
備えることを目的とした積立金です。しかし、臨床検査科、放射線技術科、医療保
育科の医療福祉大学への改組により大幅な減収となり、在学生が卒業するまで従
来と変わらない支援をしていくには会費収入だけでは不足するため、特別会計から必
要に応じて取り崩し使用させていただくことが総会で承認されました。

平成29年度 川崎医療短期大学協助会収支決算書

平成30年度 川崎医療短期大学協助会収支予算書

　4月4日の入学式終了後に開催された平成30 年度協助会総
会において、下表の平成 29 年度収支決算書および平成30 年
度収支予算書が承認されました。これにより、今年度も学生
の皆さんの学習、福利厚生、学生生活および進路等に関する
諸活動についての支援が行われます。

協助会報告／公開講座案内

大石	昌美
（川崎医科大学附属病院	
		緩和ケア認定看護師）

平成30年
10月20日（土）
10：00～11：30

本学	体育館	
102教室

お申し込み
・

お問い
合わせ先

講座名：

ＶＲ(バーチャル・リアリティ)から
認知症の人の｢世界｣を体験 
～新たな寄り添い方をみつけよう～

講座名：

がんの治療と一緒に緩和ケア 
～つらい症状や気がかりを和らげる～

公 開 講 座平成30年度

第2回【医療介護福祉科】

第3回【看護科】

VR認知症ファシリテーター
（株式会社シルバーウッド	VR事業部）

辻	真美
（本学	医療介護福祉科	准教授）

居村	貴子
（本学	医療介護福祉科	助教）

平成30年
7月7日（土）
10：00	～12：00

	
本学	体育館	
101教室

講　師

講　師

日　時

日　時

会　場

会　場

〒701-0194　岡山県倉敷市松島316
川崎医療短期大学　公開講座係
TEL.086-464-1032
FAX.086-463-4339
Eメール：koukai@jc.kawasaki-m.ac.jp
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　3 月末に平成 29 年度国家試験合格発表があり、下
図に示したように全国合格率を上回る好成績を収め
ました。
　就職については、就職希望者 292 人に対して、求人
数 2,370 人、就職率は 96.9％でした。進学について
は、岡山大学等の国立大学へ 9 人、川崎医療福祉大学
等の私立大学へ 6 人でした。
　各学科の最新情報は、本学ホームページをご覧くだ
さい。

看 護 科 臨 床 検 査 科 放 射 線 技 術 科 医療介護福祉科
受験日 2 月 18 日 2 月 21 日 2 月 22 日 1 月 28 日
発表日 3 月 26 日 3 月 27 日 3 月 27 日 3 月 28 日

平成 29 年度
国家試験結果と進路状況

看護科 臨床検査科 放射線技術科 医療介護福祉科

本学合格率 全国合格率

100
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0
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79.3

88.9

75.3

100.0

70.8

合格率（%）合格率（%）

94.2

平成 29年度国家試験合格率

93.4

平成30年度 補助金・助成金一覧
研 究 代 表 者 臨床検査科助教　大野 佑子
平成30年～31年（千円） 4,160
3 0 年 度 配 分 額 （ 千 円 ） 1,820

名 　 　 称

科学研究費助成事業　
若手研究

『遠隔虚血プレコンディショニン
グによるmicroRNAを介した心
筋保護の機序解明』

新任教職員紹介
今年度から本学の仲間になった教職員の方々を紹介します。

　看護師としての経験や、短期大学・大学での教育
経験を生かし、講義や演習、実習を通して、学生の
皆さんとよりよい看護について共に考えていきたい
と思います。実践することの楽しさとやりがいを一
緒に見つけ、共に成長していきましょう。よろしく
お願いします。

　母校に戻ってきて、後輩の育成に関われることを
とてもうれしく思っています。看護師としての経験
を生かし、学生の皆さんが「看護は大変だけど楽し
い！」と実感できるようにサポートをしていく所存
です。

　学割証や通学証明書の発行など、事務室窓口で皆
さんと接する機会がたくさんあると思います。学生
生活を快適に過ごせるようサポートしていきますの
で、何か困ったことがあればお気軽に声を掛けてく
ださい。

掛屋 純子　看護科　准教授

山本 直美　看護科　助教

山中 あすか　庶務課　事務員

　皆さんはゴミの捨て方に気をつけていますか。学内
でも毎日たくさんのゴミが出ています。学内では、燃え
るゴミ、燃えないゴミ、ペットボトルに分別することに
なっています。皆さんが住んでいる地域でも、それぞれ
のルールでゴミの分別回収が行われているでしょう。４
月からの新生活のなかで、どのように分別すればよいの
かが分からない人がいるかもしれません。そのようなと
きには、市町村のホームページで確認してください。ゴミ
を分別して捨てることにより、資源として使えるものをリ
サイクルすることができ、燃えるゴミや燃えない埋め立
てゴミを減らすことで、二酸化炭素の排出を抑え、環境
を保護することができます。
　分別を面倒なものと考えるのではなく、ゴミを少なく
できるものと考えることが大切です。買い物のときにレ
ジ袋を遠慮することも、ゴミを減らすためのポイントで
す。小さな心掛けで美しい日本を守っていきましょう。
　　　　　　　　　（医療介護福祉科　河邉 聡子）

地球温暖化対策ワーキンググループだより

小さな心掛けを
大切に
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森本 寛訓（一般教養）
桝本 朋子（看護科）
黒住 菜美（臨床検査科）
天野 貴司（放射線技術科）
重松 孝治（医療保育科）
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皆さんからのご意見・ご要望をお待ちしております。
〒701-0194 倉敷市松島316　
川崎医療短期大学 広報誌編集委員会
電話：086-464-1032（庶務課）
Eメール：kouhou@jc.kawasaki-m.ac.jp
ホームページ  http://www.kawasaki-m.ac.jp/jc/

8/18土13：00～16：00

7/22日10：00～15：00（予定）
6/17日 10：00～15：00（予定）

10/21日
10/20土10：00～15：00

10：00～15：00

内容は変更になる可能性がありますので、事前にホームページ等でご確認ください。
http://www.kawasaki-m.ac.jp/jc

●川崎医療短期大学オープンキャンパス（受付：本学にて）

●合同オープンキャンパス（受付：川崎医療福祉大学にて）
　 川崎医療短期大学・川崎医療福祉大学・川崎リハビリテーション学院の３校合同開催

オープンキャンパス2018　開催スケジュール

事前申込不要 !!

学園祭同時開催！

保護者の方や先生方も
お気軽にご参加ください

◆体験・模擬講義、入試概要説明、入試相談、女子寮見学、
　施設見学など、豊富なコンテンツ！
◆参加された方に記念グッズなどプレゼント！
◆当日JR中庄駅から往復無料バス運行
　（10月を除く）
◆駐車場あり（当日無料）

なお、学校見学は随時受け付けています。その他詳細は、教務課までお問い合わせください。
【TEL】086-464-1033（受付・平日9：00 ～16：00、土曜 9：00 ～11：30）

OPEN CAMPUS 2018 OPEN CAMPUS 2018 主要行事（7月〜9月）

7月

 4日 医療介護福祉科1年介護実習Ⅰ終了

 7日 第2回公開講座

11日 医療介護福祉科2年介護実習Ⅲ終了

22日 3校合同オープンキャンパス

26日 臨床検査科3年臨床実習Ⅱ終了

〃   放射線技術科3年臨床実習Ⅱ終了

8月

17日 看護科2年保育園実習（～8/22）

18日 本学オープンキャンパス

21日 医療保育科3年病児保育コース
小児病棟実習（～9/14）

25日 AO入試前期

9月

21日 後期授業開始

25日 看護科3年臨地実習終了

〃　 臨床検査科3年臨地実習Ⅰ（～11/29）

〃　 医療介護福祉科2年介護実習Ⅳ（～10/26）

〃　 医療保育科3年発達障害児保育実習（～10/26）

27日 前期末卒業証書・学位記授与式

29日 AO入試後期

　
編　集　後　記

　桜の満開が例年よりも早かった春が過ぎ、本号が発行されるころには、あじ
さいの季節となっていることでしょう。新入生の皆さんも本学の新しい環境
に慣れてきたころでしょうか。皆さんは、入学から卒業までの間に、講義や演
習、実習を通じてさまざまなことを経験し、医療や福祉の分野に必要な学びを
深めていきます。そのなかで、同じ目標を持つ仲間と学び、葛藤を経験し、目標
となる先輩と出会うことで、皆さん自身が成長することを願っています。
　そうした学生生活を豊かにするものの一つに、部活動やサークル活動があ
ります。今回の特集では、部やサークルの活動を取り上げました。それぞれの
メンバーが魅力を披露しています。新入生の皆さんには、部やサークルへの入
部を考えるきっかけとしていただければと思います。
　最後になりましたが、ご多忙にもかかわらず本号の執筆をしてくださった
皆様に厚くお礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医療保育科　重松 孝治）


