
川崎医療短期大学
広報誌　No.85

● ヘルスケア・メンタルケアサポート
● 第三者評価の適格認定を受けて
● 平成26年度補助金・助成金一覧／川崎エコプロジェクト
● 地域探訪くらしき＆おかやま⑦
● 日本語に関する取り組み
● 協助会報告／新任教職員紹介
● 平成26年度公開講座　
● インフォメーション

国家試験合格の秘訣特 集

医療介護福祉科の学外研修にて（撮影：河邉 聡子）



特集 国家試験合格の秘訣

看護師 臨床検査技師 診療放射線技師

平成 25年度　国家試験合格率
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　本学の国家試験合格率は、いずれの学科でも例年高い値
を示しています。平成26年2月に実施された国家試験では、
右の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（3月発表）。
　国家試験合格に向けて、本学ではそれぞれの学科ごとに
国家試験対策を実施しています。今回の特集では、国家試
験に合格するための勉強方法や勉強の時期、普段の講義や
実習の大切さなどについて、合格した先輩方や国家試験対
策を行っている教員からアドバイスをいただきました。こ
れから国家試験の準備を始める人、すでに国家試験に向け
てがんばっている人、それを支える保護者の方々に、国家
試験までの流れをお伝えします。
　なお、本学を巣立った学生の就職については、平成25年
度は就職希望者320名に対して求人数2,530名で、就職率は
100％でした。進学は岡山大学などの国立大学に9名、川崎
医療福祉大学などの私立大学へ3名、専門学校へ1名でした。
より詳しい情報については、本学ホームページをご覧くだ
さい。

看護師 臨床検査技師 診療放射線技師

試験日 平成26年2月16日 平成26年2月19日 平成26年2月20日

発表日 平成26年3月25日 平成26年3月31日 平成26年3月31日

平成25年度　国家試験日程
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看護師
合格までのスケジュール

　平成26年度の新学期が
スタートしました。すで
に104回看護師国家試験
に向けたカウントダウン
は始まっています。過去
の国試から看護学生の弱点が判明しています。それ
は、①解剖・生理、②基本的な言葉の理解（例：貧
血、虚血、骨髄抑制）、③文章の読解力（状況設定
の理解）、④薬物治療や検査の看護、⑤計算などで
す。これらを克服するには、実習中に多くの場面を
体験し、その都度、根拠づけする学習を追加する必
要があります。それが国試準備に有効であると誰も
が提言しています。
　実習中の取り組みにより国試の準備と同時に看護
の力をつける。まさに一石三鳥です。そんな力を持
った人を患者さんも組織も求めています。期待され
る看護師になるための学習、するのは今でしょう。

　国試対策で私にとって一番良かったのは、友達と勉
強したことです。一人でじっくり取り組むことも大切
ですが、自分の苦手分野を後回しにしたり、勉強に嫌
気がさしたりすることもあります。私も、膨大な数の
問題を前に不安が募るばかりでした。そんなとき、友
達と一緒に教科書を見直して、先生に質問に行くこと
で納得して次に進むことができました。一人じゃない
ということが何より心強かったです。また、メリハリ
をつけて勉強することで、ストレスをためずに自分の
時間も大切にできたと思います。

森安 桃子（平成24年度　看護科卒業生）
川崎医科大学附属病院 勤務

看護科 主任

中西 啓子先生からの

●●●●●

合格した先輩から一言

●国家試験対策オリエンテーション
模擬試験や補講などの国家試験合格に向けた年間スケ
ジュールと学習のポイントを詳しく説明。

第4回模擬試験●
専門領域の教員が国家試験問題や
模擬試験問題の重要ポイントを解説。

第3回模擬試験●
臨地実習の終了後、基礎知識の定着度と、応用力や判断力
を確認。全員参加の補講に加え、基礎力アップが必要な学
生に対する特別指導を実施。

第2回模擬試験●
基礎学力を確認し、弱点を把握、夏休
みに自己の課題に取り組む。

●特別演習

●第1回模擬試験
（必修問題模擬試験）
必修問題にチャレンジ！「必修問題」は
8割以上の正解が合格の最低条件。

国試チューター指導開始●
１人の教員が約７人の学生を
担当し、国家試験合格まで具
体的な学習のアドバイスや支
援を実施。

ア ド バ イ ス

●第６回模擬試験・補講
直前の予想問題から実力を
試し最後の総復習で実力を
アップ。

●第5回模擬試験・補講
最近の医療保健分野の統計や法律の変更
や動向などにも着目した補講を実施。

　看護科は、国家試験に向けてチューター制を取り
入れています。チューターの先生は成績が上がるた
めの学習方法を指導してくれ、分からない部分の質
問にも快く答えてくださいます。学生の性格を理解
しておられ、悩んだり不安な時には精神的なサポー
トを受けることができます。生活面の指導も行って
いただけたので、マイペースな私も安心して頑張れ
ました。

後輩への

●●●●●ア ド バ イ ス
池上 奏斗

（平成24年度　看護科卒業生）
川崎医科大学附属川崎病院 勤務
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　私は国家試験に向けて、『ファーストトレーニング』
と赤本をフル活用して勉強しました。『ファーストトレ
ーニング』には、過去5年間の国家試験の問題が単元
ごとにまとめられているため、自分の弱点をピンポイン
トで見つけることができます。苦手な分野は特に力を入
れ、赤本を読み、原理を理解しながら念入りに勉強し
ました。後輩の皆さん、自分に合った勉強方法を見つけ、
頑張ってください。応援しています。

　国家試験対策では、学生
として誰もが知っておくべき、
理解するべき内容を確実に
身に付けていくことが求め
られます。学習の基本はや
はり教科書（赤本・青本など）です。講義や実習で強調
されたことを中心に教科書に徹底的に書き込みやマー
クを行い、なるべくコンパクトなノートを作り（必ず保管
しておいて後から何度も見直せるようなもの）、重要事
項は付箋に記入してはさみ込むなどして、自分の記憶力
（の弱い部分）を補い助ける工夫をすることが必要です。
3年生になったら問題集を1冊に決めて、それに繰り返
し取り組んでください。ぜひ仲間で勉強会グループを作
りましょう。お互いに教え合うようにすれば、自分の不
確かな学習記憶が定着するようになります。一人ではつ
らい試験勉強も、同じ目標をもつ仲間同士で取り組め
ばきっと乗り切れます。先生方にもどんどん質問や相談
をしてほしいと思います。

  藤井 陽子
 （平成24年度　臨床検査科卒業生）
　倉敷中央病院 勤務

●第1回実力試験
現時点での実力を確認するために
実施。

後輩への

●●●●●ア ド バ イ ス

臨床検査科 主任

通山　薫先生からの

●●●●●ア ド バ イ ス
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臨床検査技師
合格までのスケジュール

　国家試験に向けて、臨地実習や講義で得た知識は
とても重要なものでした。私は学んだことのポイン
トを押さえてきちんと理解し、分からないことや気
になったことはそのつどメモをとり、家に帰って調
べるなどして、そのままにしないように努めました。
また、過去問や問題集はただ解くだけではなく、問
題ごとに関連していることをまとめることで、知識
を更に深めることができました。国家試験までの時
間はあっという間でした。これから受験する皆さん
も普段の講義や実習の時間を大切にしてください。

窪津 郁美（平成25年度　臨床検査科卒業生）
川崎医科大学附属病院 勤務

●国家試験対策オリエンテーション
国家試験対策のスケジュール（試験や講義など）を説明。

第1回臨床病態学演習Ⅰ●
卒業試験に相当する試験。合計3回実施。

第2回全国統一模擬試験（医歯薬出版）●

第1回全国総合模擬試験（医歯薬研修協会）●

第1回全国統一模擬試験（医歯薬出版）●

国家試験対策講義●
全科目の対策講義を国家試験直前まで実施。

●検査総合管理学Ⅱ（第1回確認試験）
前半の臨床実習Ⅰのまとめとなる試験。試験範囲
は、2年次後期に実習を行った科目で国家試験形
式の出題。

夏季特別指導●
成績の振るわない学生を対象に、夏休み
を利用して講義や個別指導を実施。

特別指導●
生活面を中心に
勉強の仕方を
アドバイス。

●検査総合管理学Ⅱ
 （第2回確認試験）  
試験範囲は、3年次前期
に臨床実習Ⅱで行った科
目。

●第3回全国総合模擬試験
（医歯薬研修協会）

●第2回
　実力試験

●第2回臨床病態学演習Ⅰ
●第3回全国統一模擬試験
　（医歯薬出版）
●第3回臨床病態学演習Ⅰ　
●第2回全国総合模擬試験
　（医歯薬研修協会）

合格した先輩から一言
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診療放射線技師
合格までのスケジュール

　国家試験のようなマー
クシート方式の試験では、
あやふやな知識をたくさ
ん持っていても点数に結
び付きません。また、問
題の中には大変難しいものもありますが、すべてに
対応できるようなパーフェクトな知識を目指す必要
はありません。まずは、誰でも知っておかなければ
ならない基本的な問題を確実に解けるようになるこ
とが重要です。3年前期には『合格！Myテキスト』
を使って、各科目の基本的事項を繰り返し学習し、
身に付けてください。後期からは本格的な演習講義
が始まりますから、それまでに基礎をしっかり固め
ておくことが大切です。重要事項をまとめた「Myノ
ート」を作ること、不明な点は担当教員や友人に積
極的に質問すること、そして、あせらず計画的に学
習を進めてゴールを目指してほしいと思います。

　まず、前期の実力試験を活用し、現在の実力と勉
強の進

しん
捗

ちょく
状況を把握することが重要です。また、国

家試験合格には、6割以上の点数が必要ですので、
苦手な教科が3、4科目もあると合格は厳しくなりま
す。したがって、前期は点数が伸び悩んでいる教科
を中心に学習を進めてください。そして、『合格！
Ｍｙテキスト』と『完全対策問題集』は、肌身離さ
ず持ち歩き、何度も読み返しましょう。

　３年の後期からの実力判定試験や卒業試験が重要
だと思っている人が多かったのですが、前期の実力
試験や国家試験直前の特別演習（２月）による学力
強化も重要だと思います。前期の実力試験では、１、
２年次までの基礎知識の定着度と後期からの実力判
定試験に向けた勉強の進

しんちょく

捗状況を確認できました。
特別演習は、出題頻度の高い問題を中心に行われる
もので、ここで勉強したことが本番の国家試験でも
出題されました。３年次の１年間は苦しいと思いま
すが、最初から最後まで手を抜かず、夢を叶えるた
め頑張ってください。

徳重 祥也（平成24年度　放射線技術科卒業生）
川崎医科大学附属病院、附属川崎病院 勤務

後輩への

●●●●●ア ド バ イ ス
佐藤 舜

（平成25年度　放射線技術科卒業生）
川崎医科大学附属病院、
附属川崎病院 勤務

●国家試験対策オリエンテーション
定期的に行われる試験、補講など、国家試
験対策のスケジュールを説明。

●
小グループによる

指導の徹底

●卒業試験
国家試験レベルの問題を出題。
国家試験合格レベルの実力かど
うかを判定。

第2回実力判定試験●
過去の国家試験の内容、演習の中から国家試験形式の基本的問題を
出題。現在の学力を確認。

演習による学力強化●
国家試験出題科目を中心に授業の復習、国家試験問題の
解説などを1月末まで実施。

第1回実力判定試験●
指定したテキストの内容から国家試験形式の基
本的な問題を出題。前期までの学習成果を確認。

科目別補講●
科目の担当教員が実力試験問題を解説し、
基本的事項を確認。

●第3回実力判定試験
国家試験レベルの問題を出題。
現在の学力を確認。

●科目別補講
国家試験対策科目の担当教員が、最近の国家
試験問題の傾向を説明し、「何を」「どのよう
に」自主学習したらよいかを説明。

●第1回実力試験（前半、後半）
指定したテキストの内容から国家
試験形式の基本的な問題を出題。
学力の進

しんちょく

捗状況を確認。

●特別演習による学力強化
国家試験受験前の2週間、学
力の最終強化を目的に演習
を実施。

第2回実力試験●
指定したテキストの内容から国家試験
形式の基本的な問題を出題。学力の進
捗状況を確認。

小グループ（8名程度）を
編成し、学習方法の指導・
学習の到達度のチェック、
出席状況の把握などの生活
指導を各指導教員が実施。

放射線技術科 主任

村中 明先生からの

●●●●●ア ド バ イ ス
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　学生相談室では、精神的な悩みなどの相談に、専門の相談員が対応し
ます。学業や進路、人間関係に関することなど、何でもご相談ください。
相談方法には面接、電話相談、メール相談などがあります。秘密厳守で
すので、安心して利用してください。こんなときに

こんなときに
瀬戸 和子先生

森 喜美子先生

誰でも、
どんな小さなことでも、
どんな問題でも

相談できるところです。

心

体

の悩みには

の悩みには

学 生 相 談 室

健 康 支 援 室
　健康支援室では、学生の皆さんの健康について様々な相談を受け付けてい
ます。一人暮らしの学生さんなら、実家を離れて一番不安になるのが、病気に
なったときでしょう。看病してくれる人もいない、病院を受診するにはどうし
たらよいか、と心配なときにはお気軽にご相談ください。

　本学１階には、学生の皆さんの体と心の健康
をサポートする健康支援室・学生相談室があ
ります。学生生活で様々な悩みを持たれた際に
は、ぜひ利用してみてください。

ヘルスケア・メンタルケアサポート
～健康支援室・学生相談室紹介～

月・水・金　15：00〜19：00
月・水／森 喜美子 先生
金　　／立古 文恵 先生
※ 火・木は17：00〜19：00の間、学内のハラ

スメント相談員が対応します。

月〜金　8：30〜17：00
土　8：30〜12：30

● 電話・メールでもお気軽にご相談ください。
電話番号：086-462-1111（内線 43032）
e-mail:soudan@jc.kawasaki-m.ac.jp

● 電話でもお気軽にご相談ください。
電話番号：086-464-1032（内線 43031）

利用時間

利用時間

立古 文恵先生

守秘義務を守ります。
安心して悩みを打ち明けられる

場所です。

頭痛、生理痛、風邪などの
体調不良時に

ベッドをお貸します。

講義で困ったことがあって…
大学の雰囲気になじめない…

風邪を引いた…
体調が悪い…

「自分らしさ」を追求しましょう。
クリニック・心療内科への
紹介もできます。

睡眠障害、ダイエット、
食生活異常など、
様々な相談に応じます

好きなことが見つからない…
将来が不安だ…

眠れない…
ダイエットしたいけどうまくいかない…

あなたの不安や悩みを
真剣に聞きます。

症状に合わせて、
川崎医科大学附属病院や
近隣の専門医院を紹介します

友達との関係がうまくいかない…
恋愛で悩んでいて…

病院にかかりたい…
近くの医療機関がわからない…

手厚く適切に
対応します。

あまり我慢しないで
相談してください。
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　本学は、一般財団法人短期大学基準協会による第三者評
価（第２評価期間）を、平成25年度に受審し、平成26年3月13
日付で適格と認定を受けました。お力添えをいただいた多く
の方々に深く感謝申し上げます。
　本学が受けた第三者評価は、短期大学基準協会が定め
る短期大学評価基準を満たしているかどうかを評価するも
のです。それは、基準Ⅰ「建学の精神と教育の効果」、基準Ⅱ
「教育課程と学生支援」、基準Ⅲ「教育資源と財的資源」お
よび基準Ⅳ「リーダーシップとガバナンス」の４基準で評価さ
れます。これらの基準には164項目の、評価のための観点が
あり、合否はそれらを総合的に評価して決定されます。
　本学が3月下旬に受領した機関別評価結果の「向上・充実
のための課題」は、前回と比べてその数も少なく、内容も教
育の根幹に関したものはありませんでした。したがって、今回
の適格認定は、高い水準の評価と判断されます。本学は決し
てこの結果に慢心することなく、教育力をさらに向上させ、磨
いていくことが大切だと考えます。
　今後も、本学園の有形無形の資産を徹底的に活用した教
育実践を通じて、真に個性的な大学を創生していきたいと思
います。第三者評価は、とかく受動的で無難な対応になりが
ちですが、どのような評価に対しても能動的に取り組まなけ

れば形式的な評価文化
に押し流され、大学の個
性も希薄になってしまい
ます。本学は開学以来、
川崎学園ネットワークに
よって、優れた教育環境
を提供されています。こ
のことが競合校の追随
を許さない圧倒的な強
みとなっていることは間
違いありません。これか
らも、この強みを生かし
た地道な教育的取り組
みが、「川崎らしさ」の
基本であることを念頭に置き、前進したいと思います。
　本学が受審する次回（第３評価期間）の第三者評価は、
東京オリンピックが開催される2020年です。2018年以降再
び18歳人口の減少期に突入し、短期大学にとっては永く厳し
い冬が続くものと予想されます。この競合激化の時代をすべ
ての教職員の力を結集し、乗り越えたいと思います。

第三者評価の適格認定を受けて

平成26年度 補助金・助成金一覧
研究代表者 一般教養講師　

森本 寛訓
配分額

（千円） 650

名 　 　 称
科学研究費助成事業　基盤研究（C）

『対人援助職者の精神的健康保持のための手法の
開発　−社会的共有行動に焦点を当てて−』

研究代表者
医療保育科講師
中井 靖

配分額
（千円） 1,690

名 　 　 称
科学研究費助成事業　若手研究（Ｂ）

『プロソディの音声解析による自閉症スペクトラム
障害児の就学前診断ツールの開発と検証』

研究代表者 医療保育科講師
中川 智之

配分額
（千円） 780

名 　 　 称
科学研究費助成事業　若手研究（Ｂ）

『保育所保育における「かみつき」行動の実態と要因
の解明』

研究代表者 医療保育科教授
中原 朋生

配分額
（千円） 1,400

名 　 　 称
科学研究費助成事業　
研究成果公開促進費　学術図書

『現代アメリカ立憲主義公民学習論研究』

副学長　下田 健治

　
地球温暖化対策
ワーキング
グループだより 学生寮

の
省エネ

NO.24

　学生寮の施設は、延べ面積約7,800㎡、約500室、在寮生約
340名の規模を有しています。エネルギー負荷は、空調設備と
照明設備がほとんどであり、「省エネ」として問題となるのは、
照明の「消し忘れ」の多さです。施設の規模が大きいため、そ
の影響は大きいと考えられます。使用している蛍光灯は、古い
タイプの蛍光灯で消費電力も大きいままです。
　最近の照明の主流は、消費電力が少ないインバーター型、
LED型となっています。特にLED型は、温度も低く、害虫が
寄ってこない照明であり、学生寮の照明として要望したいとこ
ろです。　
　学生寮における「省エネ」の取り組みは、照明の消し忘れの
点検が主となっています。具体的には、朝、昼、深夜の見回り
時において、消し忘れた照明の点検を実施しており、寮生にも
「消灯・省エネ」の認識が芽生えつつあります。また、その認
識が持続するように寮生連絡委員会を通じて、部屋から出る
際の電源の「断」等を指導しているところです。
　　　　　　　　　　    　  （学生寮　舎監　河野 英資）

川崎医療短期大学 広報誌 NO.85 6

第三者評価の適格認定を受けて／平成26年度 補助金・助成金一覧／川崎エコプロジェクト



く きしら お やか
&

ま
地 域 探 訪

　 写 真 部by

川崎医療短期大学 広報誌 NO.857

　店先に置かれている
ピンクのレトロな車がとてもかわいいです。お店の
中のおもちゃも「昭和」なものが多いです。

　こちらのお店のイチオシは、
「FOODEX 美食女子グランプリ2014」で金賞を
受賞したフレッシュジュースです。味が濃厚で、野
菜やフルーツのうまみがギュッと詰まっている感じ
がしました。おいしくて健康的なんて、特に女性に
は嬉しいですよね。

　倉敷の有名な観光スポットといえば、なんといっても美観地
区ですよね。そこで、今回は美観地区第 2 弾として、観光客で
にぎわう通りから一歩入って探索してきました。
　倉敷川の流れるメインストリートも素敵ですが、少し奥に入っ
てみると更に趣あふれる景色や街並みが広がっています。また、
レトロなお店や、ユニークな食べ物もあって、時間のたつのを
忘れてしまいます。皆さんも、ぜひ美観地区の新たな一面を発
見してみてください。

　大原美術館界隈から離れると、人通りが急に少なくなります。
昔ながらの町並みを味わえます。

　多くの芸能人の方々も食べに
来た金賞コロッケは中身がトロ
トロで普段食べるコロッケとは
一味違いました。観光しながら
の食べ歩きにぴったり。

金賞コロッケ

おもちゃクリニック

美観地区裏道散策

◎取材、撮影
NS2  中條、小坂、土井、
 壽崎、金子、後藤、川本
MT2  内田、神原、松原

vol. 7

地域探訪 くらしき&おかやま⑦

　鶴形山への長い階段を登った先にある阿智神社は、
倉敷総鎮守で芸術や財宝、美の神として有名です。
日本三大桜の一つの「阿智の神代桜」や天然記念物
の「阿智の藤」など、美しい自然に囲まれており、と
ても気持ちのいい場所です。毎年 5 月と10 月にお祭
りがあり、多くの人でにぎわっています。
　このあたりは、細い階段や小径が交差していて、うっ
かりすると迷子になってしまいそうです。

阿智神社

桃香のフレッシュジュース

倉敷駅

  倉敷国際ホテル交番

倉敷民藝館

日本郷土玩具館

倉敷館

井上家

倉敷
アイビースクエア

本 

町 本栄寺

倉
敷
本
通
り
商
店
街

倉敷考古館倉敷考古館

大原邸大原邸
阿智神社

からくさ屋

倉敷川

大原美術館
金賞コロッケ

桃香

おもちゃクリニック

N

からくさ屋

　皆さんは「まんが日本昔ばなし」
をご存知ですか？
　こちらのお店では「まんが日本
昔ばなし」の絵をTシャツやポスト 
カードにして売っています。少し寄っ
て見るだけでも懐かしくて温かい気
持ちにさせてくれます。



　

コンテスト受賞者のお知らせ
❖日本語に関する取り組み❖

　「文章表現」と「幼児と国語」の授業では、新聞の活用、短歌や俳句の創作などを取り入れ、その成
果を全国的なコンテストに応募しています。平成 25 年度後期には、受講生全員で取り組んだ「HAPPY 
NEWS 2013」（HAPPY な気持ちになった新聞記事を選びコメントを書くもの。日本新聞協会主催）で、
本学は「HAPPY NEWS 特別賞」を受賞しました。更に、学科単位で応募した短歌や俳句においても
高い評価を得ました。

◆過去ばかり思い返して前向けずそんな私に舞い散る花びら
　医療保育科 2 年　橘 　知里

◆巻き上がる風に新たな想い乗せ桜とともに空高く舞え
　医療保育科 2 年　松葉 歩実

◆たくさんの思い出胸にさあ行こう桜ひらひら背を押してくる
　医療保育科 2 年　梅岡 未来

　震災や原発事故で被害を受けた福島県伊達郡国見町が募集した第 10
回「国見町桜のうた」には、復興を祈って、全国から1,400 首を超える
作品が寄せられました。「文章表現」の医療保育科のクラスで取り組み、
下記の学生の作品が「さくら賞」を受賞しました。

第 10 回「国見町桜のうた」にて 3 名が入賞

◆雨の日は嫌いじゃないんだ昔から傘打つ音で消える泣き声
神戸新聞社賞　看護科 2 年　吉岡 諒子

◆君のいた寮の部屋からさす光一緒にいた日がフラッシュバック
新温泉町長賞　看護科 2 年　村谷 優奈

◆空見上げドクターヘリが飛んでいるまだまだ夢はこんなに遠い
神戸新聞社賞　看護科 2 年　湯原 加代

◆手をつなぎ私を少しバカにした君の笑顔が大好きでした
新温泉町教育長賞　看護科 2 年　川本 理紗

◆空を舞うドクターヘリに憧れて目指すは一つフライトナース
新温泉町教育長賞　看護科 2 年　水田 早紀

◆角を折りブックマークが増えていくナースになるため殻を割るため
前田純孝賞　看護科 2 年　壽崎 瀬奈

　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（同町など主催）に、「文章表現」の看護科のクラスで取り組み、
学校特別賞を受賞しました。また、大学生の部の応募作品442首の一
席に輝いた壽崎瀬奈さんをはじめ、下記の6名の作品が入賞しました。
壽崎さんの作品には、選者である佐佐木 幸綱さん（歌人、早稲田大学
名誉教授）からコメントをいただいています。詳細は「第19回前田 純
孝賞学生短歌コンクール」のホームページに掲載されています。

第 19 回「前田 純孝賞」
学生短歌コンクールにて 6 名が入賞

　日本赤十字社主催の俳句コンテストに、医療保育科「幼児と国語」
の受講生 70 名が応募し、団体賞を受賞しました。今回で 5 度目の受
賞です。平成 26 年 2 月 23 日に開かれた授賞式に、受講生を代表し
医療保育科 3 年次生の定光 玲奈さんと江草 彩可さんが出席しました。

第 8 回「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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 会　長 村上 　進 （看護科3年保護者）

 副会長 中野 裕之 （医療保育科1年保護者）

 副会長 山口 恒夫 （川崎医療短期大学学長）

 幹　事 安田 君恵 （医療保育科3年保護者）

平成26年度
川崎医療短期大学
協助会役員

協助会報告

平成25年度収支決算書及び平成26年度収支予算書

一般会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
会費 10,870,000 学生研修助成費 4,817,476
雑収入 0 厚生福利費 1,777,702
前年度繰越金 8,294,343 学生生活指導費 2,787,430

進路指導助成費 1,177,827
渉外費 100,000
事務費 433,104
雑費 5,040
予備費 47,180
次年度繰越金 8,018,584

合　　計 19,164,343 合　　計 19,164,343

特別会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
前年度繰越金 20,831,874 太陽光発電設置工事 10,290,000
雑収入（預金金利） 7,348
平成 25年度基金 200,000

合　　計 21,039,222 合　　計 10,290,000
差引残額 10,749,222

一般会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
会費 9,850,000 学生研修助成費 5,632,500
雑収入 0 厚生福利費 1,910,000
前年度繰越金 8,018,584 学生生活指導費 2,780,000

進路指導助成費 1,700,000
渉外費 100,000
事務費 450,000
雑費 10,000
予備費 5,286,084
次年度繰越金

合　　計 17,868,584 合　　計 17,868,584

特別会計 （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
前年度繰越金 10,749,222 ０
雑収入 6,000
平成 26年度基金 200,000

合　　計 10,955,222 合　　計 ０
差引残額 10,955,222

※�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。

平成25年度 川崎医療短期大学協助会収支決算書

平成26年度 川崎医療短期大学協助会収支予算書

　4月3日の入学式終了後に開催された平成 26 年度協助会総
会において、下表の平成 25 年度収支決算書及び平成 26 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、学生生活及び進路等に関する諸活動
についての支援が行われます。

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。

　医科大学では核医学の准教授をしています。二つ
の講義と実習で放射線技術科の３学年すべての学
生さんと関わります。
　何事も一生懸命がんばりましょう！

　人生で最も自由でしかも若さにあふれた学生の皆
さんと、縁あって一緒に学習・生活することになりま
した。皆さんの学生生活が有意義なものとなります
ように、「いつも君の味方」でありたいと思います。

　臨床検査技師として附属病院で20年勤務して、現在は附
属川崎病院に配属になって4年になります。主に免疫学に関
する実習・講義を担当することになりますが、「人間の身体っ
て上手く出来ているなぁ！」と勉強することが楽しくなること
の手助けに、今までの経験が生かせればと思っています。

　障がいのある子どもたちやその家族と向き合うこと
は、私たちの価値観を広げる大きなきっかけになりま
す。皆さんにもそうした経験を少しずつ持ちながら成
長していってほしいと願っています。一緒に感じ、考え、
動きながら、学び合えることを楽しみにしています。

　16 年間、専門学校で専任教員として勤務してき
ました。しかし、ときには過去の経験が弊害になる
こともあります。心を新たにし、学生の皆さんと一
緒に成長していきたいと思っていますので、よろしく
お願いします。

　看護師として病院、施設、訪問看護ステーション、
企業と様々な環境で働いてきました。今までの経験
から学んだことを、実際にイメージできるように皆さ
んに伝えることができたらと思っています。気軽に声
をかけてください。

　本学を卒業後、倉敷の病院で 6 年間勤務してき
ました。実務経験から学んだことや診療放射線技
師の仕事の魅力を学生の皆さんに伝えていければと
思っています。まだまだ勉強中の身なので、皆さんと
共に勉強し成長していきたいです。

　看護師として働いてきた知識と経験を生かして、
授業に取り組みたいです。また、介護のことは初心
者ですので、気負わず、医療介護福祉科の学生と一
緒に一から学んでいけたらと思っています。

　学生の皆さんから一番近い年齢であることを生か
し、同じ視線に立ちながら大学生活がより快適な環
境になるように応援していきたいと思います。事務
室内だけではなく、学内で見かけることがあればお
声をかけてくださいね。

犬伏 正幸　放射線技術科　教授

田口 豊郁　医療介護福祉科　教授

見手倉 久治　臨床検査科　講師

重松 孝治　医療保育科　講師

大屋 まり子　看護科　助教

三宅 映子　看護科　助教

荒尾 圭子　放射線技術科　助教

熊谷 佳余子　医療介護福祉科　助教

三宅 麻友美　教務課　事務職員
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公開講座

〒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

※本学 HP（URL：https://www.kawasaki-m.ac.jp/jc/）にも公開講座の情報を掲載しています。

公開講座のお知らせ

おいしく食べて介護予防

CT、MRI、PET検査の違いってなんだろう？　
－診療放射線技師の役割－

講座名

講座名

第１回【医療介護福祉科】

第２回【放射線技術科】

平成26年度

講　師：三宅 妙子（本学医療介護福祉科 教授）
　　　　河邉 聡子（本学医療介護福祉科 准教授）
　　　　辻　 真美（本学医療介護福祉科 講師）
日　時：6月22日（日）10：00～11：30
会　場：本学 体育館 101教室
対　象：高校生・一般
定　員：200名

内　容：診療放射線技師の係わるCT、MRI、PET検査では、体の中を
３次元的に診ます。これらの検査の有効性・差異を解説します。

講　師：荒尾 信一（本学放射線技術科 准教授）
　　　　池長 弘幸（川崎医科大学附属病院 診療放射線技師）
　　　　吉田 耕治（　　　　　〃　　　　　 ）
　　　　三村 浩朗（　　　　　〃　　　　　 ）
日　時：8月17日（日）10：00～11：30
会　場：本学 体育館 101教室
対　象：高校生・一般
定　員：200名

特別企画病院見学（実習型）のお知らせ

参加条件：予約制 先着36名（6月22日から申し込み開始）
　　　　　　※第2回公開講座に参加される高校生を対象とします。
日　　時：平成26年8月17日(日)　14：00～16：00
会　　場：川崎医科大学附属病院

参加申し込み
お問い合わせ

川崎医療短期大学  放射線技術科　教授　原内 一
E-mail：harauchi@jc.kawasaki-m.ac.jp

お申し込 み
・

お問い合わせ

　本学では、年3回の公開講座を開催しています。医療・福祉について関心のある方は、ぜひご参加ください。
　第1回目のテーマは食事と介護予防、第2回目のテーマは画像検査です。

（詳細については6月22日以降の本学ＨＰを参照）

【内　容】体力維持には、栄養管理は欠かせません。様々な介護食
を試食しながらおいしい食事と安全な食べ方についてご紹介します。
写真は、試食の一例です。当日は、これらに類似した介護食を準備
する予定です。また、介護食器もご紹介します。
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6/22日13：00～
16：00

医療･福祉･保育のプロフェッショナル！
あなたの夢現実へ！

8/17日 13：00～
16：00

 9：00～
15：00
 9：00～
15：00

今あなたを必要とする仕事！
医療・福祉･保育のエキスパートになろう！

医療･福祉･保育のスペシャリストへ！
なりたい自分を確実なものに！

10/11土
10/12日

7/20日

楽しもう学園祭!
実現しようあなたの夢!

7/19土13：00～
16：00
13：00～
16：00

応援します！
なりたい自分を探す夏！

9/21日13：00～
16：00

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/

オープンキャンパス2014　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

◆模擬講義・体験実習、面接・小論文・入試問題の解説、
　女子寮見学、附属病院見学など、豊富なコンテンツ！
◆参加された方に入試資料・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
　（６月～９月、中庄駅⇔本学学生玄関）
◆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8：30 ～17：00、土曜 8：30 ～12：00）

OPEN CAMPUS 2014 OPEN CAMPUS 2014 

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

8月

9月

7月

主要行事（7月〜9月）
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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）
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ホームページ  http://www.kawasaki-m.ac.jp/jc/

編　集　後　記

　今年も満開の桜の下、346名の入学生を迎え、平成26年度がスタート
しました。新入生の皆さんはもちろん在学生の皆さんも、期待に胸を弾ま
せ、やる気に満ちあふれて新生活・新年度を迎えられたことと思います。
　今回の特集では、向上心の高い皆さんの最大の関心事の一つである「国
家試験」について取り上げました。先輩や教員のアドバイスを参考に、自分
に合った取り組み方を見つけ、国家試験を受験するすべての方に合格を勝ち
取っていただきたいと願っています。
　また、「ヘルスケア・メンタルケアサポート」についても紹介しています。気を
張っていた4月には気付かなかった疲れが出やすい時期、新しい人間関係に
悩み始める時期でもあります。不安や不調のある方が、それぞれのサポート
室へ足を運ぶきっかけになれば幸いです。
　最後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず、記事を執筆してくださった
皆様に深くお礼申し上げます。 （小池 香里）

 9日 医療介護福祉科1年介護実習Ⅰ終了
〃　 医療介護福祉科2年介護実習Ⅲ終了

19日 7月オープンキャンパス（～20）
24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

17日 8月オープンキャンパス
〃　 第2回公開講座

18日 医療保育科3年病児保育コース
小児病棟実習（～9/13）

18日 第15期師生訪問団上海訪問（～21）
19日 看護科2年保育園実習（～22）
24日 AO入試前期
29日 AO入試前期合格発表

1日 医療保育科2年保育実習Ⅰ（～10）
20日 放射線技術科授章式
21日 9月オープンキャンパス
22日 看護科3年臨地実習終了
24日 臨床検査科ワッペン授与式
〃　 臨床検査科3年臨地実習Ⅰ（～11/27）
〃　 放射線技術科2年臨床実習Ⅰ（～2/12）

25日 前期末卒業証書・学位記授与式
29日 医療介護福祉科2年介護実習Ⅳ（～11/1）

　3月から、4階情報教育室（400号教室）のパソ
コンとプリンターが最新のものに入れ替わりまし
た。パソコンはWindows8.1、Office2013と、最
新のソフトウェアを導入しています。調べものやレ
ポート作成に、ぜひご活用ください。

Renewal

情報教育室リニューアル！


