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永瀬（司会）　皆様、お忙しい中、ありがとうご
ざいます。忌

きた ん

憚のない意見交換ができればと思っ
ています。
名木田（聞き手）　本日はこの座談会に各学科か
ら1組ずつ親子でご参加いただきました。卒業を控
えた学生とその保護者の皆さんに学生生活を振り
返ってもらい、学習面、生活面、さらには就職面
での自分の経験や、本学での支援がどうであった
かお話しいただきたいと思います。皆さんからの
ご意見を、今後の本学の教育に生かしていきたい
と思います。よろしくお願いいたします。

永瀬　本学に入学するきっかけや、医療従事者を
目指そうと思った動機についてお話しください。
阿部（看護科）　進路で悩んでいたときに、高校
の先生が看護師の仕事を紹介してくれました。ち
ょうど祖父が入院していて、担当の看護師さんと
話したり、働く姿を拝見する機会がありました。
苦しんでいる祖父に対し、看護師さんはすごく優
しい言葉で接してくださっていました。看護師さ
んの一言で、患者さんの不安や苦しみを軽減する
ことができます。逆に不安にさせてしまうことも
あります。とても難しい仕事だと感じましたが、
私も患者さんのために働きたいと思って希望しま
した。
小林（臨床検査科）　子どもの頃から病院にかか
ることが多く、そのときに臨床検査技師という仕
事に興味を持ち始めました。進路を決めるとき、
働くなら人のためになりたい、誰かの力になれる
ような仕事をしたいと思い、この大学の臨床検査
科に入学しました。

小林：母　同じ学ぶなら、資格取得という目標を
持って学ぶほうが良いと思いました。私も医療職
に就いていますので、こんな職業があるよと勧め
ることができました。
永瀬　お母さんは本学の卒業生ですが、ご家庭で
本学のことを息子さんと話されるのでしょうか。
小林：母　ほとんど大学での話はしてくれません
が、本人の表情を見ていますと、充実した3年間を
過ごしているんだなぁと感じています。
藤野（放射線技術科）　高校で野球部に入ってい
るときに、骨を折ったり靭

じんたい

帯を損傷したり、ケガ
ばかりしていました。病院でX線写真を撮ってもら
うときに、診療放射線技師の仕事を見て、やりた
いと思ったのがきっかけです。いとこがこの大学
の放射線技術科出身なので、話を聞き勉強したい
と思いました。
藤野：母　放射線について知らないときは、ちょ
っと怖いというイメージでしたが、オープンキ
ャンパスに参加して怖くないことを教えていただ
きました。それで本人にも勉強したらいいよと勧
めました。オープンキャンパスは先生方も優しく
て、とても楽しかったです。
森川（介護福祉科）　中学の頃から福祉の関係の
仕事がしたいと思っていました。母が介護の仕
事をしており、大変だけどやりがいのある仕事だ
と教えてもらいました。高校の先生から、川崎医
療短期大学の介護福祉科はとてもいいよと紹介さ
れ、オープンキャンパスにも参加して、この大学
に決めました。
森川：母　私自身、何も資格がなく就職に困った
こともあり、できれば資格の取れる勉強をしてほ
しいと思っていました。また、人と関わる仕事は
お金に変えられない良いものだからということで
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看護科3年 
阿部 千夏

川崎医科大学附属病院

勉強して、頑張って働きた
いです。元気な看護師さん
がいいです。

臨床検査科3年 
小林 建太

神鋼病院

一人暮しします。病理検査
を頑張り、細胞検査士の資
格を取りたいです。
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特 集

「親の気持ち・子の気持ち」というテーマのもと、卒業を間近に控えた各学科の
代表学生とその保護者に集まっていただき、学生生活を振り返って、感想や意見
を述べていただきました。今回の特集では、その座談会の様子をご紹介いたします。

聞き手：学生部長　教授　名木田 恵理子、司会：准教授　永瀬 澄香



勧めました。こんな近くに長い歴史のある短大が
あり、良かったと思っています。
笹岡（医療保育科）　私は医療職と保育教育職の
両方に興味があり、医療と保育の両方を学べない
かと探したところ、この大学の医療保育科を見つ
けました。ここしかないと思って、入学を決めま
した。
笹岡：母　娘は保育に向いていると思っていま
す。娘から医療にも興味があると聞き、医療保育
科なら娘にピッタリだと思いました。
名木田　それぞれの方が自分の希望や思いを持っ
て入学してきてくださっています。その志の高さ
を伺うと、本学が皆さんの入学当初の気持ちに応
えることができただろうかという気持ちになりま
す。行き届かない面もあったのではないかと思い
ます。

永瀬　学習面や生活面で、達成感や満足感をどう
いったときに感じたのか、大変だったことも含め
て聞かせてください。
小林　この３年間は勉強の量がすごく多くて大変
でしたが、周りの友達や先輩の助けのお陰で、何
とかやれました。普通の四年制大学に比べ勉強が
忙しく、他大学とは違う充実感がありました。
小林：母　私もここで３年間学ばせてもらったの
で、ハードなスケジュールだということは、十分
承知していました。それが3年経ったとき、実力に
なると確信していたので、何も心配していません
でした。
阿部　他の大学に比べると科目数が多く、授業が
詰まっていて最初は大変だと思っていましたが、
周囲の友人が同じ看護師という目標を持っている
ので、お互い励まし、支え合いながら頑張ってき
ました。とても苦しかったけれど、良い仲間がい
て良かったと思っています。
永瀬　同じ道を目指す友人がいるというのは心強
いですね。お母さんは、良かったと思う点や心配
している点はないですか。
阿部：母　大学に入ってから図書館にもたびたび
通うようになり、これまでで一番勉強をしたので
はないかと思います。
森川　入学してからの2年間で実習が四つあり大変
でした。2年生の秋の実習は1カ月もあり、夜勤も
体験しました。しんどいことがあっても、乗り越

えることができたのは、同じ介護福祉士という資
格取得に向け一緒に学ぶ友達がいたからだと思い
ます。
森川：母　夜勤などで体調を崩したときは、ギブ
アップするかと思うこともありましたが、そうい
った仕事の大変さを本人が自覚できて良かったと
思っています。
笹岡　実習では、本当に多くのことを学ばせてい
ただき、達成感を得ることができました。辛い
と感じたこともありますが、子どもの笑顔を見た
り、声を聞いたりすると頑張ろうという思いが湧

わ

きました。子どもたちのお陰で実習を乗り越えら
れたと感じています。
名木田　実習は、発達障害児保育実習と小児病棟
保育実習の二つに分かれますが、どちらを選んだ
のでしょうか。
笹岡　小児病棟保育実習です。もともと医療に興
味があったため、病棟のほうを希望しました。保
育士は、病院の中でなくてはならない存在だと実
感しました。
永瀬　今日はオペレッタが開催されましたが、お
母さんはご覧になっていかがでしたでしょうか。
笹岡：母　ここまでの作品に仕上げるのに、学生
の皆さんがどれだけみんなで力を合わせ知恵を結
集し、考え、作り上げてきたのかと想像すること
ができ、大変感動しました。とてもすばらしかっ
たです。
藤野：母　入学させて良かったと思っています。
近くの大学に通えたので、日々の生活も分かり、
男の子なのに割と今日あったことを話してくれる
ので安心していました。３年間、楽しく過ごして
きたのだろうと思っています。

座談会テーマ2・・・・・・・・・・・・

放射線技術科3年 
藤野 匡司

倉敷平成病院

楽しく働きたいと思います。
MRIの専門技術者の資格を
取りたいと思います。

介護福祉科2年 
森川 遥

アール・ケア株式会社　
アルフィック

ケアマネジャーの資格を取
りたいと思います。

医療保育科3年 
笹岡 愛

香川県三木町　幼稚園教諭

周りの人から信頼される幼
稚園教諭になりたいです。
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小林君とその保護者
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永瀬　それでは、本学の担任制、学習・就職支援につ
いて何か意見、要望があれば教えてください。
名木田　本学では開学以来、クラス担任を置いて
学生のサポートを行っています。最近では他の
大学も担任制を採用するようになっています。皆
さん方の学年からは、さらにアドバイザー制も導
入して、多面的に学生支援しようと努力していま
す。本学のサポート体制はどのようなものだった
か、どう改善したら良いか、本音のところを聞か
せてください。
笹岡　担任制は、高校までのように学生一人ひと
りを見てくださるのだと思い期待していました。
担任という存在は安心感があります。担任制はと
ても良いと思います。
名木田　先生方は、皆さんが目的を達成するため
に、少しでもサポートしたいという気持ちでい
ますが、学生にかかわるスタンスは先生によって
異なり、距離を置いて大人としてみる担任もいれ
ば、学生との距離が割と近い担任もいますね。
森川　介護福祉科は先生方が若く、クラスの雰囲
気が高校とあまり変わらない感じでした。和気あ
いあいという良さもありますが、そういったムー
ドに甘えすぎないようにしないといけないと思い
ます。就職支援は丁寧に対応してくださり、とて
も充実していました。
藤野　担任の先生が出席日数などを気にしてくれ
ます。常に気にかけてくれる人がいるのは嬉しい
ことで、そばにいてくれるだけで安心できますの
で、担任制は良いと思います。
小林　担任の先生は学生のことを気にかけてくれ
ます。いざとなったら頼りになる担任がいること
はすごく安心です。他の先生方も様々な面でサポ
ートしてくれますので感謝しています。
阿部　今、国家試験に向けて、5、6人の学生に一
人の先生が付き、学習サポートをしてくれていま
す。勉強の仕方などもその場で教えてくれるので
助かります。
名木田　本学は素直な学生さんが多く、こちらが
言ったことをきちんと受け止めてくれます。誠意
には誠意で応えてくれる学生さんが多いので、先
生方はやりがいを感じていると思います。
永瀬　就職支援について、お母さん方からもご意
見、ご要望を伺えればと思います。大学に対す
る総合的な要望も含めてお願いいたします。皆さ

ん、どうでしょうか。
小林：母　就職懇談会に参加し、本人も地道に行
きたい病院を調べ始めましたが、親としては、早
く受験しないとなくなるのではと心配していまし
た。そんなとき、学園祭での相談コーナーで詳し
くお話を伺うことができ、心配しなくても良いこ
とが分かりました。
笹岡：母　医療保育科で学んで就職を考える際
に、娘は病院実習の中での感動から、自分もその
ような環境で働きたいという思いがあったと思い
ます。しかし、現実には、難しい面があるようで
す。「医療保育」を生かせる就職口が今後さらに
拡大することを願っています。
名木田　川崎医大附属病院が医療保育室を開設し
ました。医療保育科の先生方を中心に、医療現
場での採用が増えるよう努力しています。一般の
保育現場の採用でも、医療知識を学んだ医療保育
科の卒業生は、新人の段階から期待されると思い
ますので、学んだことを生かして頑張ってくださ
い。
森川：母　身体障害者の学生はこちらで学ぶこと
ができているのでしょうか。トイレは車椅子でも
利用できるように、もう少し広くしたほうが良い
と思いました。
笹岡　私は学生寮にいますが、寮に3年間過ごした
ことで、学んだことが多くあり、また家族への感
謝の気持ちも強くなりました。寮生活は私にとっ
て、本当に良かったと思います。要望としては、
雨が降ると雨漏りするところがありますので、早
めに改善していただければと思います。
名木田　外のマンションに住むよりも安心安全で
あるかと思いますが、何分にも建ててから30年以
上経ちますので、いろいろと不具合が出てきてい
ます。寮生にはアンケート等も行い、それによっ
て、LANの敷設など寮生の声から実現したことも
あります。これからもできるだけ改善していきた
いと思います。
阿部　私は通学生ですが、ロッカーが小さいた
め、みんなでもみ合いながら着替えています。時
間がかかるため困っています。
小林：母　実習が多いのが魅力だと思いますの
で、昔と変わらず今も実習が充実しているのはと
てもありがたいです。
阿部：母　娘の姉もここの卒業生です。看護科は
定員が120名に増え、AO入試が始まり、入りたい
人は何度も挑戦できるのは良いと思います。しか

笹岡さんの保護者

藤野君の保護者
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し、同時に岡山県の中で川崎医療短期大学はすば
らしいと言われる伝統を守ってもらいたいと思い
ます。卒業生の親の立場からは、学生の質が下が
らないような短大であってもほしいと願います。
名木田　看護科は40年前にできて伝統もあります
し、卒業された方も看護という面ではパイオニア
的存在の大学であるという誇りを持っていらっし
ゃると思います。厳しい眼で入学選考を行い、入
学した学生さんの学力を保証するだけの教育をし
て卒業できるよう、努力いたします。

座談会テーマ4・・・・・・・・・・・・

永瀬　最後に皆さんの将来の夢、保護者の方の将
来への期待をお聞かせください。
阿部：母　大学病院を引退したときに、なくては
ならなかった看護師さんだったね、と言われるよ
うな人になることを期待します。
小林：母　念願の病院に就職すると、また一から
人間関係も築くことになりますが、人に可愛がっ
てもらえるような人であってほしいと思います。
私も母校に何回か足を運ぶことができまして、幸
せな3年間でした。ありがとうございました。
藤野：母　一人暮らしを希望しているので、早く
それが叶

かな

えばと思います。お弁当作りからも解放
されたいし（笑）。本人の希望通り楽しく仕事が
できるように頑張ってほしいです。
森川：母　この短大に入学すれば資格を取り、責
任ある仕事に就くことができますので、卒業後も
頑張ってほしいと思います。社会に出て大変なと
きは、仲間を大切にし、先生に援助を仰ぐなどで
きれば良いと思います。たとえ仕事を離れたとし
ても、資格があれば復帰できるので、自分の人生
を大事にして頑張ってほしいと思います。

笹岡：母　働く場に限らず何
をするにしても、かかわって
くださる方々や子どもたちが
ホッとするような存在でいて
ほしいと願っています。
永瀬　皆さんには人間的にも
豊かな感性を大切にし、これ
からも明るく笑顔で頑張って
ほしいと思います。
名木田　今日はありがとうございました。貴重な
ご意見も伺うことができましたし、何より本当に
いい親子関係でいらっしゃることに感銘し、それ
が皆さんの力にもなっていると感じました。卒業
したら自分一人で何もかもしようと思わなくてい
いですし、頼ることも一つのコミュニケーション
能力なので、周りの人に頼ってください。親、仲
間、先輩に頼り、そしてぜひ母校に頼ってくださ
い。困ったことがあったら、先生に相談してくだ
さい。本学の教員は卒業した後でも親身になって
相談にのります。そうやって周りの力も借りなが
ら、自分自身の力をつけ、これからの人生を切り
拓いていってほしいと思います。座談会では、施
設面、支援面でも要望を聞きましたので、できる
ことから改善していきたいと思います。
永瀬　皆さんから、いろいろと話をお聞きし、充
実した学生生活を過ごしてこられたことが分かり
ました。皆さん一人ひとり、医療、福祉、保育の
スペシャリストとして、これからなくてはならな
い存在になると思います。若い人たちの可能性が
より一層花開くことを切に願っております。本日
はお母さん方、お忙しい中ご参加いただき、本当
にありがとうございました。

阿部さんとその保護者

森川さんとその保護者
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Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations

　ご卒業おめでとうございます。3年間の看護の学習はいかがでしたか。
　さて、皆さんはこれから看護師という専門職者として社会に飛び出していくことになりました。看護の仕事
は、社会からの期待も大きく、やりがいのある仕事であると思いますが、仕事のやりがいや生きがいは「社会と
のつながり」から見いだされ、広がるそうです。一生懸命になることは大切ですが、自分中心になることなく、
あなたの「いま」が、「どこ」で「だれ」と「つながっている」のかを意識して、日々を送ってくれることを願いま
す。なにか苦しいこと辛いことがあったとき、母校は常に皆さんを待っています。
　さあ、今ここがゴールでありスタートです。希望に満ちた大空へ、羽ばたく皆さんに幸多かれと祈ります。

　ご卒業おめでとうございます。在学中のうち、担任としての期間は僅
わず

か一年間でしたが、皆さん一人ひとりの
成長や夢に向かって励む姿に、私自身、医療人としての初心を思い出し、幾度となく励まされました。時間があ
れば一人ずつ時間をとっていろいろな話をしたい気持ちでいっぱいですが、いよいよお別れのときです。社会人
として立派に成長した姿に心動かされることを楽しみにしています。
　最後に、日野原先生の『100歳のことば』の中から、私自身も心がけていることの一つをご紹介しま
す。人生には10年先の自分の目標に約束し、それに向かってどう生きていくかを努力する、達成するためには
毎日の行動や健康状態をコントロールすることが大切です。
　どうぞこの言葉を胸に歩んでいってください。

　臨床検査科第38期生の皆さん、めでたく本学での学業を修められ、ご卒業になりましたこと、心から祝福い
たします。在学中の学業習得はあなた方にとって、きっと言葉では言い表せないほど地味で辛く、そしてとても
厳しいものだったのではないでしょうか。しかし、あなた方はそれに果敢に立ち向かい、努力に努力を重ね、今
それを克服したのです。よく頑張りました。私は心から感服しています。
　あなた方は、今、本学を巣立ち、それぞれの未来に旅立とうとしています。今まで培

つちか

い蓄えてきた知識と技術
を、これからの輝かしい旅路で遺憾なく発揮されながら、ご活躍されていくことを私は心から期待し、エールを
送ります。
　卒業おめでとう!!　頑張れ、臨床検査科第38期生!!

　入学してすぐに撮影した皆さんの顔写真を手にするとき、この３年間のことがとても懐かしく感じられます。
人生の歩みにおいて、その人の考え方や生き方が、顔立ちや表情に表れると言われています。入学から卒業ま
での間、勉学や臨床実習に励むなかで辛い思いをし、逃げ出したいと感じたこともあったでしょう。しかし、す
ぐに諦めることなく地道に努力することで、卒業というゴールを勝ち取りました。今の皆さんの顔は、やり遂
げたという達成感と努力に裏打ちされた自信に満ち溢

あふ

れています。幼さの残る入学時からは想像できないほ
ど、立派な顔立ちに成長したなぁと嬉しくもしみじみと感じています。
　いよいよ巣立ちのときが来ましたね。担任としてはちょっと寂しい気持ちもありますが、それぞれの新天地で
の活躍を期待しています。最後に「皆さんに出会えて良かったです。ありがとう」という言葉を、感謝の気持ち
を込めて贈ります。

　ご卒業おめでとうございます。皆さんは３月15日、晴れて介護福祉士の国家資格を取得され、本学介護福祉
科という港から旅立って行かれます。介護福祉の現場は皆さんを必要としています。その期待を裏切ることな
く、精一杯ご活躍されることを心より祈念いたします。これから先、何かに躓

つまず

いたとき、悩んだときなどに、介
護福祉科という港があること、仲間がいることを思い出していただきたいと思っています。
　皆さんは本学での「学業」を終えたことになります。「学業」を終えることは、「学ぶ」ことを終えるという意
味ではありません。介護福祉士のように、人を相手にする仕事では、これからもずっと「学ぶ」ことを求められ
ると思います。新たな介護の開拓、チャレンジをしていくために「学び」続け、常に自分を高め、ベストな介護を
展開していかれることを期待しています。

看護科　3年担任
林 千加子

看護科　3年担任
日下 知子

臨床検査科　3年担任
所司 睦文

放射線技術科　3年担任
天野 貴司

介護福祉科　2年担任
小倉 和也

担任から卒業生へ

Message
2013 M

arch
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Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations　　Congratulations

　日本の看護学を学ぶために上海から本学へやって
来た２名の留学生が、約３年半の留学期間を無事に
終え、帰国の途に就くこととなりました。
　今後ますますのご活躍をお祈りします。

留学生帰国

殷
いん

　艶
えん

（看護科）
羅
ら

 欣
き ん い

瑋
（看護科）

　医療保育科６期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。思い起こせば、３年前皆さんは、ＡＫＢになぞら
えられた「すっとした」優等生のイメージで入学してこられました。しかし、実際には「とっても個性の強いＡＫ
Ｂ」でした。皆さんは３年間の経験を通して、強い個性を「社会人として必要な強さ」「専門職魂」へと開花さ
せてくれました。
　頑張ることを求め続けた３年間でしたが、これからは「頑張れる範囲で」頑張ってください。これは、「頑張
れる限界までは頑張らなくてはならない」ということと、「頑張りすぎてはいけない」ということです。それを判
断するのは、皆さん自身です。
　私自身、これが最後の担任となると思いますが、医療保育科６期生のすばらしい一人ひとりと同じ時間を過
ごせたことを誇りに思っています。

　６期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。ご卒業する皆さんに、自分を好きになることと、人生に希望
を持ち続けることをお願いしたいと思います。
　これから真の大人への道を突き進まねばなりません。それは大変なことですが、苦労を乗り越えた先に良い
ことが待っています。しかし、自分が嫌いだと広い世界への扉を自分から開けることもできません。どんなときも
「私にしかできないことがある！これが私なんだ！」と開き直り、自分を好きになって、勇気を持って人生の一歩
を踏み出し続けてください。また、人生は、希望という灯がないと真っ暗になってしまうものです。自分から希
望の灯を高くかかげ、明るい人生を送ってください。一人ひとりが置かれたところで精一杯頑張り、喜び、泣き、
楽しみ、自分の花を咲かせてくださるよう祈っています。

栄えある受賞者
平成24年度卒業証書・学位記授与式は３月15日に挙行され、「学業
成績優秀で、品行がすぐれ、他の学生の模範とするに価する」と認め
られた学生に『学長賞』と『学科賞』が贈られます。

医療保育科　3年担任
橋本 勇人

医療保育科　３年担任
岡田 恵子

【学長賞】全卒業生のうち、特に優れた学生であると認められた場合に表彰されます。
【学科賞】各学科から1名が表彰されます。
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担任から卒業生へ／学長賞・学科賞／留学生帰国

放射線技術科
原 真里香

学長賞

学
科
賞

医療保育科
山本 祐華

介護福祉科
筒井 真理子

放射線技術科
武 かおり

臨床検査科
長濱 大介

看護科
坂本 知嘉子



医療保育科 第6回 オペレッタ発表会
2013年1月19日（土）開催

　医療保育科では、子どもの豊かな表現
力の育成を、子どもとともに楽しみながら
進めていけるような保育者養成の一環とし
て、毎年、オペレッタ制作の授業に取り組
んでいます。
　この授業では、言葉や音楽・絵画造形・
身体表現の分野を総合的にとらえ、仲間と
協力したり、意見をぶつけ合ったりしなが
ら一つの作品を作り上げる中で、保育者に
必要な感性や表現技能、創造力、コミュニ
ケーション能力を身に付けていきます。

　オペレッタのグループ決めと演目決め。これらはくじ引きで
行います。今年の演目は「桃太郎」「アジアの話」「欧米の話」
「医療保育的な話」の四つです。誰とメンバーになり、どんな
演目になるかは完全に運任せです。

　台
せ り ふ

詞を覚えていても、相手に声が届
かないと意味がありません。

　スポットライトを浴びて、決意表明。
一番後ろに届くまで、大きな声が必要
です。

　衣装や道具なしで役を演じます。ひた
すら稽古を繰り返します。

　伝えたいテーマ、それを表現するための物語が決まったら、
オペレッタの命、「脚本」作成に取り掛かります。脚本は、登場
人物の台

せ り ふ
詞や動き、音楽、照明などが書き加えられては消さ

れ、新たに書き込まれては修正され…の繰り返しで少しずつ出
来上がっていきます。

「6」期生のポーズで集合写真！

発声練習 決意表明 通し稽古

☆オペレッタとは…
「台

せ り ふ

詞と踊りのある音楽付き
の歌劇」です

グループ決め＆演目決め

稽古の開始！

脚本作り開始！1

3

2
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　今年は地域の保育園児（約100名）をお呼びして、4つの演目を演じました。衣装や背景、
小道具・大道具、そして音楽や照明が揃

そろ
うと、台

せ り ふ
詞と動きがリアリティを増し、オペレッタが

グッと締まります。

　終演後、すぐに片付けに取
り掛かります。3カ月半に及
ぶ制作期間で使用した教室
や施設を徹底的に清掃し、片
付けていきます。

200号教室もしっかりと…▶

　そして、制作を客観的に振り返り、
形として残すために、パートごとに資
料作りを行い、1冊の冊子にします。
これらを通して、表現する力、協力す
る力、振り返る力など、保育者に必要
な力を高めていきます。

　オペレッタ制作は演技の練習だけではありません。衣装や舞台上で使用する背景、大道
具に小道具、お知らせのポスターや案内状、楽器の演奏練習や音楽編集、振り付けやダンス
等、すべて100％手作りで行います。

習ったことを生かしてもの作りに励みます 立ち位置を確認しながら、演技を磨きます

 ピアノ演奏をベースにしつ
つ、他の音源としてCDやス
マートフォンなど、機器を最
大限利用します

桃太郎

白雪姫

ブレーメンの音楽隊

2つのランプ

リハーサル＆本番

各パートに分かれての制作

造形パート

音楽パート

身体表現パート

片付け＆制作のまとめ

5

4

6
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　吉備津彦命が、鬼
きのじょう

ノ城を居城と
していた百

くだら

済の王子温
う ら

羅と戦った際
に矢を置いたと伝えられています。

　学問・芸術の神として、菅
原神、天

あめのうずめのかみ

鈿女神が祀
まつ

られてい
ます。また、絵馬を吊

つる

したトン
ネルがあります。そこには、【明
るい門出】【栄光への旅立ち】
【勝利はわが手に】と書いてあ
りました。

縁起担ぎに一度くぐりに行ってみてはいかがでしょう？

　北隨神門は室町時代中期に
再建されたもので、重要文化財
です。朱色と白色の壁がとても
きれいです。

一堂社

矢置石

拝殿に続く階段

北
きたずいしんもん
隨神門

取材、撮影：臨床検査科 1 年：小谷 侑希、手銭 遥　　
　　　　　  放射線技術科 1 年：中山 愛、成本 治美

桃太郎伝説ゆかりの地を訪ねて
vol.4

　少し急な階段でしたが、他の参拝客
と一緒に頑張って上りました。

　本殿は二つの屋根をつなぎ合わせて一つにした
比
ひ よ く い り も や

翼入母屋造
づく

り（別名＝吉備津造 )という珍しい構造で、
国宝になっています。私たちが訪れた1月6日は、たくさ
んの初詣客でにぎわっていました。今年もよい一年にな
りますように！！

　ＪＲ吉備線吉備津駅を降りると、吉備津神社までの参道の
両側にはたくさんの松が植えられています。道路沿線景観と
して、また、吉備史跡県立自然公園区域にある松並木として、
吉備路の代表的風物の一つとなっています。きれいに手入れ
されている松並木を見ながら神社に向かいます。

郷土記念物　吉備津の松並木

　本殿・拝殿は過去2回の火事によって焼失しまし
たが、現在の本殿・拝殿は、室町時代、将軍足利
義満の時代に約 25 年の歳月をかけて1425 年に
再建されました。それ以来、解体修理もなくその雄
大な姿を現代に伝えています。

御本殿・拝殿

　今回は、本学から北東約7ｋｍのところにある吉備津神社（岡
山市北区吉備津）を紹介します。吉備津神社は、古代から「神の
山」とあがめられていた「吉備の中山」の北西山麓にあります。

「吉備津造
づくり

」の勇壮な社殿や、釜の鳴る音で吉凶を占う鳴
なるかま

釜神
事で有名で、主祭神の大吉備津彦命は、桃太郎伝説のモデルと
しても知られています。

吉備津神社

RSK バラ園

川崎医療
福祉大学

川崎医療
短期大学

川崎医療大学
附属病院

吉備津彦
神社

鯉喰
神社

吉備津

大安寺

三門

備前一宮

岡
山

JR 吉
備線

JR吉備線

JR 山
陽本線

山陽新幹線

岡山
IC

岡山
JCT

倉敷
JCT

吉備
SA

北長瀬

中庄

山陽
自動
車道

180

180
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地球温暖化対策
ワーキング
グループだより

太陽光発電
導入の効果

NO.20

　我が家に太陽光発電を導入して２年が経過しようとして
います。「晴れの国おかやま」としては、さぞかし晴れの日も
日本トップクラスであろうと思ったのですが、気象庁の快晴
日数ランキングでは埼玉県がトップで、宮崎県、静岡県と続
き、岡山県は 15 位と、やや期待外れの感があります。では
「晴れの国」の根拠はというと、降水確率１㎜以上の日数
が日本で最少だからだそうです。
　ともあれ、我が家の発電履歴から、年間電力消費量と年
間発電量を比較すると、電力自給率は 81% であることが
分かります。損益分岐点 10 年という業者のシミュレーション
は少し楽観的だと思われますが、節電意識の変化は確実
にあり、モニターランプがオレンジ（発電量＜消費量）に変
化するとつい目がいくし、照明一つ消してもブルー（発電量
＞消費量）に変わると気分のいいものです。
　太陽光発電導入の効果は、損益分岐点より、むしろ節電
意識の変化なのかもしれません。　　　　　（大高 正憲）

学友会新役員紹介／川崎エコプロジェクト／日本語に関する取り組み

学友会　新役員紹介

日本語に関する取り組み

　皆さん、こんにちは。新
しく学友会会長に決まり
ました山室 結実です。今
までこのような経験をし
たことがなく、不安な気持
ちでいっぱいです。ご迷惑
をおかけすることもある
かと思いますが、よろしく
お願いします。
　今回は、学友会新役員に

ついて紹介します。平成 24 年度学園祭終了後、先輩
方を中心に全役員で議論を重ね、新役員候補をあげま
した。新役員は、皆さんによる信任を得て、現在、看護
科、臨床検査科、放射線技術科、医療保育科の 17 名で
活動しています。学科の壁を越えてとても仲が良く、
個性豊かで、みんなで協力して頑張ることができる仲
間です。
　私たち学友会役員は、学生主体の行事が盛り上がる
よう、力を合わせて運営していきます。特に、学園祭は
大きなイベントです。学園祭に向けて、今から少しず

つ準備を進めています。一つの行事を成功させるため
には、役員の力だけでなく、学生を始めとして大学全
体で取り組んでいくことが必要です。みんなの力を集
めて、よりすばらしい学園祭を作り上げたいと思いま
す。
　また、私たち学友会は、今後、地域ボランティア活動
にも力を入れたいと考えています。特に、大学周辺地
域の安全を守るために、私たちが自ら活動することが
大切だと思います。ご理解とご協力をお願いします。

「帰りたい」「いつ帰れるん」との問いかけに
「明日」と答える役者になれない

学友会会長　
放射線技術科　1年　
山室 結実

短歌受賞報告
　社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会が主催する平
成 24 年度「心豊かに歌う全国ふれあい短歌大会」に、医
療介護福祉科１年次生と介護福祉科２年次生が応募し
ました。その結果、２年次生の有家 広美さんが「介護者
の部」で佳作を受賞しました。この短歌大会は、介護や支
援を受ける高齢者、その家族、施設職員、ボランティアの
人々、介護の勉強をする学
生たちが、それぞれの思い
を託した短歌を応募する
ものです。同協議会が企画
する短歌集『老いて歌おう
2012』（2012 年、鉱脈社
発行）には、有家さんの受
賞作品をはじめ、本学から
の応募作品が多数収めら
れました。

▲受賞者の有家 広美さん

有家さんの作品

▲学友会新役員



既刊の「若きいのち」は、本学ホームページでご覧いただけます。

Information

編　集　後　記

　今回の「特集」では、卒業記念号として学生とその保護者の方々に、学生生
活を振り返っての感想や意見を座談会形式で伺いました。保護者を招いた座談
会は、今回が初めての試みです。保護者の立場からの貴重なご意見やご指摘、
喜びの声に接することができ、企画としては成功だったと感じています。頂い
たご意見やご指摘は、これからの本学の発展に生かしていきたいと思っていま
す。ご参加いただきありがとうございました。
　卒業生の方々には、広報誌の執筆や写真撮影にご協力いただき感謝申し上げ
ます。広報誌は、本学のホームページからも見ることができますので、これか
らも「若きいのち」の愛読者でいてほしいと願っています。
　最後になりましたが、ご多忙にもかかわらず快く執筆をお引き受けくださっ
た皆様に感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　  （天野 貴司）

川崎医療短期大学広報誌
「若きいのち」（80号）
2013年3月発行

編集発行 : 広報誌編集委員会
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第　1　回

講座名：「知って得する介護予防」 
講　師：河邉 聡子（本学医療介護福祉科講師）他

日　時：5月26日（日）10：00～11：30 
会　場：本学 体育館 101教室

第　2　回

講座名：「身体の不思議－存在する空間と働き－」
講　師：熊野 一郎（川崎医科大学　解剖学教室）

日　時：6月23日（日）10：00～11：30
会　場：本学 体育館 101教室

第　3　回

講座名：「咳にまつわる都市伝説」
講　師：宮下 修行（川崎医科大学附属川崎病院　内科副部長（准教授））

日　時：10月12日（土）14：00～15：30
会　場：本学 体育館 102教室

平成25年度 一般入試前期結果　　 　試験日：2月3日（日）合格発表：2月8日（金）

平成25年度 推薦入試結果　　　　試験日：12月1日（土）合格発表：12月7日（金）

オープンキャンパス
模擬授業・体験実習などを通じて、本学の特色をぜひ、体感してください！
保護者・教員の皆様もお気軽にお越しください。事前の参加申し込みは不要です。

（当日駐車場無料、第1回～第5回は中庄駅から本学までの無料送迎バスあり）

公 開 講 座平成25年度 平成
25年度

看護科 臨床検査科 放射線技術科 医療介護福祉科 医療保育科 計
募集人員（名） 45 33 32 10 10 130
志願者数（名） 162 141 161 21 21 506
志願倍率（倍） 3.6 4.3 5.0 2.1 2.1 3.9
合格者数（名） 97 61 44 20 21 243

看護科 臨床検査科 放射線技術科 医療介護福祉科 医療保育科 計
募集人員（名） 35 7 10 25 27 104
志願者数（名） 95 46 69 7 28 245
志願倍率（倍） 2.7 6.6 6.9 0.3 1.1 2.4
合格者数（名） 39 10 11 7 27 94

〔教務課〕TEL：086-464-1033
Eメール：nyushi@jc.kawasaki-m.ac.jp

入 試 に
関 す る
問合 せ 先

主要行事（4月〜6月）

　平成26年度の入試概要は６月以降に本
学ホームページで公表します。詳細につい
ては、学生募集要項でご確認ください。

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8：30 ～17：00、土曜8：30 ～12：00）

開 催 日 時 テーマ

第１回 5月26日㈰ 13：00～16：00 応援します！！あなたの夢　
−医療・福祉・保育の専門家になるために−

第２回 6月23日㈰ 13：00～16：00 夢をつかもう　−伝統と実績で応援します−

第３回
7月20日㈯ 13：00～16：00

この夏決めよう！　川崎医療短期大学へ
7月21日㈰ 13：00～16：00

第４回 8月18日㈰ 13：00～16：00 この夏あなたを変える！　−川崎医療短期大学−

第５回 9月22日㈰ 13：00～16：00 川崎医療短期大学の入試解剖！！　
−きっと見つかる受験対策−

第6回
10月12日㈯  9：00～15：00

楽しもう学園祭！　実現しようあなたの夢！
10月13日㈰  9：00～15：00

日本介護福祉士養成施設協会 会　長　賞 竹森 久美
全国保育士養成協議会 会 長 表 彰 岡田 菜月

学　　生　　表　　彰

４月

1日 新入生オリエンテーション（～5）
2日 放射線技術科3年臨床実習Ⅱ開始（～7/18）
4日 新入生健康診断
6日 入学式
8日 看護科3年臨地実習開始（～9/30）
〃       臨床検査科3年臨床実習Ⅱ開始（～7/25）

13日 日本学生支援機構奨学金説明会

５月

8日 医療介護福祉科2年介護実習Ⅲ開始
（毎週水曜）（～7/10）

11日 スポーツ大会
26日 第1回オープンキャンパス

〃 第1回公開講座
27日 医療保育科3年幼稚園実習開始（～6/23）

６月

1日 学園創立記念日
11日 医療介護福祉科1年介護実習Ⅰ開始

（毎週火・水曜）（～7/10）
18日 医療保育科2年保育実習開始式
19日 医療保育科2年保育実習Ⅰ開始（～29）
23日 第2回オープンキャンパス

〃 第2回公開講座


