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特集

就活に向けた 準備＆対策
最終学年を迎える学生の皆さん、就職活動に向けての準備や対
策についてどう考えていますか。自分の夢と希望を実現するため
に、現場や先輩方のアドバイスを聞き、本学が提供している就職
支援を活用していきましょう。

看護部長が語る

“現場が求める人材（人財）像”
● 医療現場が皆さんに求めているのは、高度な専門学力
だけではなく「社会人力」です。
● 一定の基礎学力と知識に加えて、各人が生涯にわたっ
て学び続けることが不可欠です。そのためには、学ぶこ
とを主体的に身に付けていることが必要です。学力より
も学習を継続することが重要で、それが、
「後伸びする

川崎医科大学附属病院
看護部長

千田 美智子

力」となります。大学を卒業した後も、学生の時以上に
学ぶ姿勢を持ち続け、スキルアップを図っていこうとす
る人を重視します。

自らが主体性を持って取り組むことのできる人材を求め
ています。

● 高いコミュニケーション能力が必要です。普遍的な教
養や倫理観を持ち、他者（個人・組 織・社 会）を理 解
し、組織の中で他者の立場になって考えることができ、

● チーム医療を実践するためにも、多職種の人々と協働で
き、チームワークを乱さない人でなければなりません。

他者と連携、協調できるコミュニケーション能力を必要
としています。豊かな発想力を持ち、自分の頭でものを
考え、自分の言葉で表現でき、指示待ち人間ではなく、
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● 「能力」だけでなく、それに加えて看護や医療に対する
「意欲」や「熱意」を持つ人を求めています。
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就職支援

平成2

6年度

本学の卒業生の就職率は、ほぼ100％を継続しています。

は、キャリア教育として入学時から順次学生のニーズに沿っ

これは、目的意識を持って学業に励む学生の皆さんの努力

た細かな個別指導、保護者就職説明会、公務員試験対策、集

の成果ですが、本学も皆さんが希望する就職先の内定が取れ

団面接対策など、学科の就職先の事情に即した対策を行って

るよう支援をしています。そのために、就職専門委員会が企

います。今回は、全学的に行われる就職支援について紹介し

画する就職活動に必要な基本を学ぶ講座と、学科単位で行わ

ます。

れる学科の特徴を踏まえた講座があります。また、各学科で

１．意識付け講座

（対象：1年次の学生、実施時期：平成26年4月～前期期間）
学科単位で、医療・福祉・保育の現場で 働いている先輩
（卒業生を含む）を招き、講演会を開きます。将来の職種を
詳しく学び、目的意識を持って学習に取り組めるように意識

面接のコツは？

付けを行います。

２．職場の先輩・就職内定者による講演会

（対象：卒業年次前の学生、実施時期：平成27年1月～3月）
学科単位で、職場の先輩による講演会と就職が内定した
先輩と語る会を行います。本格的な就職活動に入る前に、身
近な先輩を通して専門職としての知識を深め、助言を得ると
同時に就職活動の意識強化を図ります。

職場が求める人材とは？

３．就職支援講座

（対象：卒業年次の学生、実施時期：平成26年2月～7月）
講座名

日

時

目

的

2月27日（木）

①11：00～
②12：00～

2月26日（水）

2限

4月12日（土）

1・2限

4月26日（土）

1・2限

履歴書講座

5月24日（土）

1・2限

履歴書の基本的な書き方を学ぶ

面接講座

6月21日（土）

1・2限

面接に臨む心構え、身だしなみ、挨拶の仕方などのマナーおよ
び面接時の自己アピールの基本を学ぶ

化粧・髪型講座

7月12日（土）

12：30～

身だしなみの基本を学び、就職活動に適した化粧や髪型などを
体得する

就職活動動機づけ講座

自己分析講座

就職活動を始めるにあたっての心構えや対策、求められる人材
など就職活動の基本を学ぶ
履歴書の作成や面接対策の基本となる自己アピールできる内容
を分析する

※本学同窓会（松丘会教育支援事業）から助成を受け、専門の講師を迎え
実施します。

各学科ともに、入学時から専門職としての意識を高め、知

履歴書を書くコツは？

識や技術を学んでいきます。本学が提供する講座を上手に活
用しながら、自らが学んだ専門職としての知識が生かせ、自
分らしさが発揮できる就職先を勝ち取ってください。就職活
動は大変だと思うかもしれませんが、この活動が社会で活躍
するための第一歩であり、自己を成長させてくれます。不安

就職先を選ぶ基準は？

なこと、迷うことが多々あると思います。就職支援担当教員
をはじめ担任の先生方に気軽に相談して、前向きにそして粘
り強く取り組んでいきましょう。
（就職専門委員会

新見 明子）
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先生や友達との
チームワークで

先輩から後輩へ

ワンポイント

就職アドバイス
ひ

け つ

就 勝 の秘訣

塩 出 文 香 看護科
川崎医科大学附属病院 内定
実習を通して、高度なチーム医療が行われている現場で
いろいろな経験を積んでいきたいという思いを強くし、就職
先を決めました。就職活動にあたっては、履歴書作成や面接
練習で先生方の指導をいただきました。面接対策として、友
達同士でも練習しました。先生や友達に協力してもらいなが
ら、就職活動を乗り越えることができたと思います。

自分を生かし
成長できる進路決定を

10年後の自分を
意識した選択を

三 輪 洋 香 看護科
山口県立総合医療センター 内定

山本 咲

看護科
松江市立病院 内定

私は就職先を地元と決めていました。岡山にいると地元
病院の規模やどこで働けば成長できるかを考えて進路を

の病院の情報がほぼなかったため、いくつも地元の病院を

決めました。私は、長い間スポーツをしており、
「どうせやる

見学しました。その中で、私は何年も先の自分の姿が想像し

なら上を目指して」という思いから、体力や忍耐力を生かせ

やすい病院を選びました。どういう看護師になりたいのか、

る三次救急病院を選びました。医療の最前線で働くのは決

結婚や子育てをしても働きやすい環境であるのかなどを考

して楽ではないと思います。しかし、後輩の皆さんにも自分

えて、皆さんも自分の将来にぴったりな病院を選べるといい

の思いを大切に進路決定してほしいと思います。

ですね。

笑顔で素直に

自分のしたいことを
明確に

岡原 成美

臨床検査科
笠岡第一病院 内定

須賀 美咲

臨床検査科
フィリップス・レスピロニクス合同会社
内定

私は、就職活動において「笑 顔で素直に」を心掛けまし

自分のしたいことをよく考えることが大切だと思います。

た。就職試験では、笑顔で挨拶をして臨んだことで、リラッ

目標を明確にすると就職したい所が絞れてくるので、自分に

クスして面接を受けることができ、素直な気持ちをしっか

合った就職先を見つけやすくなります。もちろん、就職先の

りと伝えることができました。「そこで働きたい」という気

理念や事業内容をよく調べることも重要です。面接対策で

持ちを強くアピールすることも大切ですが、笑顔で話すこと

は友達に協力してもらい、伝わりやすい言い方を考えながら

で、自分の気持ちだけでなく相手に与える印象もとても良く

何度も繰り返して練習しました。あとは自分の熱意次第で

なると思います。

す。頑張ってください。

将来のヒントは現場にあるんですね！
先輩方から頂いたアドバイスは、自分の将来やこれ
からの就職活動について考える良いきっかけとなりま
した。これまでは臨床実習で現場を訪れても、実習を
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こなすことだけに精一杯で、将来のことまで考える余
裕がありませんでした。これからは現場の臨床検査
技師の方々の仕事を通じて、自分の将来あるべき姿に
ついても考えていきたいと思います。
（臨床検査科2年 山室 良太）
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病院が求める
人材であることを
伝えよう

自分に合った
リラックス方法を
見つけよう

中原 優 成 放射線技術科
大牟田市立病院 内定

竹内 圭純

放射線技術科
静岡県立病院機構 内定

私は、就職活動を通じて、志望する病院についてよく調

就職活動では緊張することも多く、自分なりにリラックス

べ、どのような人材を求めているのかを知り、自分はその病

する方法を見つけておくことが大事です。私には深呼吸が効

院が求めている人材であることを具体的に伝えることの大

果的でした。履歴書を書くとき、試験のとき、面接室に入室

切さを学びました。日々の生活の中で、自分は何を伝えたい

するときなどの緊張する場面で、深呼吸をすることよって落

のかを整理しておくことで、面接でも焦らず対応できると思

ち着くことができました。他にもたくさんの方法があると思

います。

うので自分に合った方法を見つけるといいと思います。

自分の目で確かめて
自分の言葉で
語ること

自分の将来像を考えて
決めることが大切

川上 千晶 医療介護福祉科
きのこグループ 内定

浜 田 里 穂 医療介護福祉科
社会福祉法人 サンシャイン会 内定

まず大切なことは、自分の持っている介護観と希望の施

私は、地元に帰って就職すると決めていたので、長期休み

設の方針が本当に合っているかどうかをパンフレットなどの

を利用して施設見学や説明会に行き就職先を決めました。

情報だけでなく、直接施設へ行き、自分の目で確かめること

実際に施設に行くことでその職場の様子や雰囲気を知るこ

です。面接で大切なことは、
マニュアルのようなありきたり

とができました。また、自分がどんな介護福祉士になりたい

な言葉を覚えて長々と語るよりも、多少短くても自分の言葉

のか、この施設で自分のしたい介護ができるのかを考え就

で自分らしさをアピールすることだと思います。

職先を決めることが大切だと思いました。

苦手なら
人一倍
努力すればいい
金澤 静香

医療保育科
福山市立保育所 内定

お互いに高め合うことの
できる友達の大切さ
村田 光

医療保育科
倉敷市立保育所 内定

就職活動で大切にしたことは、そこに就職したいという強

就職活動を乗り越えることができた原動力は、友達の存

い気持ちと、先生方を信じてついていくことでした。私はピ

在です。友達の頑張る姿からは、
「自分ももう少し頑張って

アノや面接などの試験に向けて、
「苦手なら人一倍努力すれ

やってみよう」というパワーをもらいました。また、互いに分

ばいい」と自分自身に言い聞かせました。そんな私に毎日、

からないところを教え合ったり、励まし合ったりすることで前

夏休み期間にも、先生方は勉強や面接練習などで助言をく

向きな気持ちとなり、
「絶対、ここへの就職を果たすんだ」と

ださいました。先生方の指導についていったからこそ、就職

いう決意に繋がりました。友達と互いの力を高め合う関係を

試験に合格することができたのだと思います。

築くことが私は大切だと思います。

つな

悔いを残さないように頑張ります

て、自分が何をしたいかを明確にして自分に合った就
職先を決めることの大切さを知りました。これからも

私はこれまで就職活動について、深く考えたことも

様々な困難や壁にぶつかることもあると思いますが、

ないまま漠然とした不安だけを抱いていました。しか

自分の夢に向かって悔いの残らないように頑張りた

し、先輩方からのアドバイスや本学の支援講座を通じ

いです。

（臨床検査科2年 松本 文美子）
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Congratulations

看護科

3年担任

阿部 裕美

看護科

3年担任

担

任

Congratulations

か ら

卒
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生

業
Congratulations

へ

Congratulations

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
本学で学び過ごした3年間をそれぞれの人生の中で悔いのない時間にすることができましたか。たくさんの
人と出会い、共に笑い、悩み、乗り越えてきた仲間とはこれからもずっとつながっていくことでしょう。これまで
自分を支え、専門職者として育ててくれた人たちに感謝するとともに、これから先の自分に丁寧に磨きをかけ、
「柔らかさ」と「強さ」をもって社会に貢献していってください。
人生は、山あり谷あり。思い通りにいかないこともたくさんあります。辛いこともあるでしょう。けれど人間
は、困難や苦労があるから輝くのだと思います。皆さんのこれからのご活躍を願っています。

ご卒業おめでとうございます。
皆さんは、この3年間で子どもから大人への成長という階段を上ってきました。そして、人を気遣う優しい心を
持ち患者さんを立派に支えていける人になってきました。これからは、状況に応じて何が大切なのかを判断し、
常に優先順位を考えて行動することが求められます。卒業しても新しい知識や技術を追究し、患者さんや共に
働く仲間から求められる人であってほしいと思います。
皆さんが、本学で培った友情は一生の宝となり、皆さんの人生を彩ってくれると思います。これからも、自分
と周りの人を大切にして、ご活躍されることを願っています。

影本 妙子

臨床検査科

3年担任

土井 和子

放射線技術科

3年担任

成廣 直正

医療介護福祉科 2年担任

三宅 美智子

臨床検査科39期生の皆さん、卒業おめでとう。
3年間はあっという間でしたでしょうか、長かったでしょうか。それぞれに感じるところがあるでしょうね。こ
の原稿を書いている今、皆さんは一生懸命、卒業と国家試験に向けて頑張っておられます。その様子に、3年前
よりも成長した姿を実感しています。これから先、困ったことが起きても責任から逃れず、自分のこととしてとら
しんし
えてください。皆さんが試験に向けて頑張っているように、一つ一つの問題に真摯に向き合えば、物事は解決
する方向に動くでしょう。
人は一人ではなく、必ずあなたを支えてくれている誰かがいることを知っていてください。もしいないと感じる
なら、私がもう一人の人になりましょう。頂いたご縁です。あなたの言葉を聞かせてください。社会人になって
臨床検査技師として生き生きと働かれる姿を思い、エールを送ります。

ご卒業おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。
私は初めての担任で、不安と期待の気持ちの中で3年前にスタートしましたが、今は皆さんと出会えた感謝
の気持ちでいっぱいです。診療放射線技師を目指して苦楽を分かち合い、共に励まし合いながら努力してきた
クラスメート、お世話になった教職員の方々へ、皆さんも感謝の気持ちを忘れないでください。そして、これか
らも一つひとつの出会いを大切に、輝かしい人生に向かって歩んでください。卒業後は苦労、不安、困難があ
るでしょうが、何か困ったときや苦しいときは一人で悩まず、周りに相談してください。
本学で学んだことを忘れず、大きく羽ばたくことを願っています。どこかで成長した皆さんに、またお会いで
きることを楽しみにしています。いつまでも応援しています。

医療介護福祉科1期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
皆さんは介護福祉科11期生までの意思を引き継ぎ、新たに生まれ変わった科の第1期生として入学されまし
た。この2年間、専門職としての学びはもちろんのこと、学校生活や友人関係の中での葛藤も経験しながら、人
として大きく成長されました。
これからの人生のほうが長くなりますが、辛いことや苦しいことがあったとき、自分ひとりで解決しようとせ
ず、誰かに相談して頼る勇気を持ってください。また、専門職として迷ったときは、
「人としてどうあるべきか」
「相手の立場に立って考える」ということをぜひ思い出してみましょう。
最後に、自分にも他人にも誠実で、常に謙虚であり、何事にも感謝できる人であり続けてくれることを願って
います。
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ongratulations

Congratulations

医療保育科

3年担任

岡田 恵子

医療保育科

３年担任

入江 慶太

Congratulations

Congratulations

Congratulations

7期生の皆さん、
ご卒業おめでとうございます。皆さんは、入学当初からボランティア活動に積極的に参加するな
ど、保育者になる情熱にあふれた学生でした。その情熱は、3年間の学びの間に保育専門職としての使命感へと成
長していきました。学生時代は勉学のみならず友人との交わり、
アルバイト、就職活動等を通じて、
自分の新たな一
面を発見し、喜びや苦悩、様々な支えの中で、
自分なりの成長をするときではなかったでしょうか。それらは皆さんの
財産なのです。自分に自信と誇りを持って社会に船出してください。
「ずっと学生でいたい。」という声を聞くことが
あります。心情的には分かりますが、保育者として大切な子どもや保護者の方々のために働き、社会に貢献すること
が、
皆さんのこれからの使命であり、人間としてさらに成長するための切符です。厳しい社会が待っています。
しか
し、人生の道は一歩一歩、転んだり起き上がったりしながら、
切り開いていくものです。どんな時も自分を嫌いになら
ず、転んでも起き上がり続け、前を向いて歩いていってください。皆さんのご活躍を心からお祈りしています。

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
思い返せば、私が初めて担任をしたのが、皆さんが1年生の時でした。その時の印象は、
「元気の良さや明る
さがもっと欲しいな…」というものでした。卒業する今となっては、そんな過去の心配は取り越し苦労に終わる
ほど、皆さんは成長してくれました。
社会に出ても、皆さんは出会う人たちから何らかの印象を持たれることになります。中でも、第一印象がとて
も大切です。これから出会う子どもたちやその親、同僚、地域の人たちに、自分の良さが伝わるようにするため
に、
「笑顔」と「あいさつ・ありがとう・ごめんなさい」を心掛けてみてください。そして、もし周りの人とうまく関
係が持てなくなったと感じたときは、これらを思い出してください。
最後になりましたが、皆さんのご活躍を心よりお祈りしております。

栄えある 受賞者

平成25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
『学科賞』
が贈られます。
【学科賞】各学科から1名が表彰されます。

学科賞

看護科

原田 詩織

研究生帰国

臨床検査科

窪津 郁美

放射線技術科

永友 徹

医療介護福祉科

医療保育科

森實 篤世

岡本 朋実

ジァイジェン

再 会、
日本の皆さん

上海から来学した研究生２名が、
１年間の研究期間
を無事に終え、帰国の途に就きました。
今後ますますのご活躍をお祈りします。

り

せつばい

李 雪梅
（臨床検査科）

いく けんしん

郁 建新
（医療保育科）
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松丘会教育支援事業による表彰

松丘会（本学同窓会）による
学生表彰
松丘会（本学同窓会）は、教育支援事業の一環と
して平成24年度から学生表彰を行っています。これ
は、学業や学外活動などにおいて他の模範となるよ
うな学生に対してその功績を称え表彰するものです。
平成25年度は、以下の個人と団体が表彰され、山口
恒夫学長、下田 健治副学長、小池 将文副学長が臨
席のもと、松丘会会長 小郷 正則氏から表彰状と記
念品（松丘会クオカード）が授与されました。

個人の部
学科・学年

氏

看護科3年

伊藤 ありさ

クラス委員、国家試験対策委員など、学科代表として多大の貢献

看護科3年

原田 詩織

学科会計係、本学ホームページ看護科ブログ担当および臨地実習開始式学生代表挨拶など、学科の
代表として多大の貢献

看護科3年

河本 亜水

学園祭の運営やクラス活動の中心として、クラスの雰囲気づくりに多大の貢献

壽崎 瀬奈

第19回「前田 純孝賞」学生短歌コンクール「前田 純孝賞」（大学生の部一席）受賞

村谷 優奈

第19回「前田 純孝賞」学生短歌コンクール「新温泉町長賞」受賞

水田 早紀
川本 理紗

第19回「前田 純孝賞」学生短歌コンクール「新温泉町教育長賞」受賞

吉岡 諒子
湯原 加代

第19回「前田 純孝賞」学生短歌コンクール「神戸新聞社賞」受賞

臨床検査科3年

坂本 佳栄

ＧＰＡ評価および全国模擬試験などで極めて優れた成績

放射線技術科3年

尾上 健太

難関の第１種放射線取扱主任者試験合格

医療介護福祉科2年

白石 亜弓

平成25年度「倉敷市人権川柳」優秀賞、平成25年度「こころ豊かに歌う全国ふれあい短歌大会」
佳作の受賞

看護科1年

名

表彰理由

団体の部
団体名

氏

名

表彰理由

看護科3年

齋藤 まりの，今川 萌子，岡崎 有紗

医療介護福祉科
手話歌グループ

森實
小野
鍬本
髙橋
檜口

医療保育科2年

「幼児と国語」選択者70名
代表：定光 玲奈

写真部

香西 亜耶，村上 麻理，中道 久美子，角田 栞，出口 眞梨奈，水津 千恵美，
広報誌『若きいのち』に写真を連載して
上川 千春，山田 祐実，藤原 絵里，成本 治美，中山 愛，小谷 侑希，
本学広報活動に貢献
手銭 遥，広江 真琴

川崎医療短期大学
安全パトロール隊

学友会執行部役員
代表：山室 結実

自転車の転倒者に看護等適切な初期
対応を実践し人命救助に貢献

篤世，石川 舞，江口 彩音，大久保 愛子，小田 めぐみ，小沼 慎太郎，
志保，亀鷹 彩香，川上 千晶，岸 由里佳，国森 春野，蔵田 恵子，
岡山県「介護の日」のイベントや学園祭
昭恵，小原 らな，境 泉，佐藤 美希，塩見 里紗，白石 亜弓，
等において手話歌による人々との交流を
梨沙，立木 博子，徳原 由佳，野田 実里，浜崎 麻椰，濵田 里穂，
継続的に実践し感動を与えた
果歩，米澤 沙智

7 川崎医療短期大学 広報誌 NO.84

51名

日本赤十字社第8回「いのちと献血俳句
コンテスト」一般団体の部団体賞受賞

地域の安全パトロールと美化活動に
貢献

ハラスメント防止講演会の開催／eラーニング専門委員会報告

ハラスメント防止講演会の開催

Harassment

本学では、年2回のハラスメント防止講演会を開催しています。平成
25年度は、6月に開催した学生対象の講演会に続き、11月20日（水）に
教職員を対象として、川崎医療福祉大学教授の笹野 友寿先生（医療福祉学
科）を講師としてお招きし、「大学生の悩みと治療の実際」という演題
でご講演いただきました。先生は、無理をせず生きるため、成長するた
めの学生へのアドバイスなどについて、大変わかりやすくお話しくださ
いました。さらに、内観療法についてもご紹介されました。自分を見つ
め直し、過去を想起し、自然と反省すべき点に気が付くことで、愛情の
発見につながることが示され、その例として有名人をはじめ、多くの方
が立ち直ったケースが紹介されました。
先生のお話を聴いて、温かい会話の中から信頼できる人間関係を成立
させることができるものと思いました。また、当たり前のことをうれし
い、有難いと感じる心、明るく思いやりのある人間関係を築くことの大
切さを学びました。講師の笹野先生には心より感謝いたします。今後も
ハラスメント防止講演会を定期的に開催し、学生・教職員がハラスメン
ト防止についての意識を高めることができるよう、よりすばらしい環境
作りをめざして活動をしたいと思います。
（ハラスメント防止委員会

永瀬 澄香）

Moodle 研修会＆講習会 実施
ing

n
r
a
e
L

e-

本学では、eラーニングシステムとしてMoodleを導入していま
す。Moodleの利用促進と効率的な活用を目的として、平成25年11
月13日（水）16：00～17：00に101会議室でMoodle研修会を実施
し、27名の教員の参加がありました。研修会では、本学で利用さ
れているMoodleの概要説明の後、Moodleの効果的な実践例につい
て、臨床検査科の所司 睦文准教授と一般教養の名木田 恵理子教授
が解説しました。
これを受けて、12月25日（水）13：00～16：30に400号情報
教育室でMoodleの具体的な操作方法を講習するeラーニング
（Moodle）講習会を実施し、24名の教員の受講がありました。前
半に基礎講座として、ファイル配布やフォーラムの開設などのコ
ンテンツ配置方法や、学生にコース利用を許可するロールの設定
の解説をしました。後半は応用講座として小テストの具体例と、
小テスト機能でよく使われる多肢選択タイプや穴埋めタイプなど
の問題作成を実施しました。講習会後に実施したアンケートで
は、今後は動画の活用や、アンケートコンテンツの作成方法を知
りたいとのコメントがあり、次回の研修会や講習会に取り入れた
いと考えています。
（eラーニング専門委員

重田 崇之）
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書籍紹介

Vol.2

おすすめ

BOOK
海賊とよばれた男（上・下）
ひゃくた な お き

本書は、昨年の本屋大賞を受賞した百田 尚樹氏の著書で、出光
いでみつ

さぞう

興産の創業者である出光 佐三をモデルにした『海賊とよばれた
男』というノンフィクション小説です。
内容については紙幅の都合上割愛しますが、主人公が確固とし
た信念のもと、数々の困難や敵に立ち向かい、奇跡的な成功を成
し遂げていく痛快なビジネスストーリーです。
本書を通じ、「店主（主人公）を信頼し苦しくても努力を惜しま
ずについていった店員たちの熱い気持ち」に最も感動しました。
これは店主の、店員やその家族に対する「目配り」
「気配り」
「心
つな

「人が人
配り」が基礎となって、
「人が人を育て」、
「人が人を繋ぎ」、
を動かし」、そして良い結果に繋がっていったと思われます。

題

名：海賊とよばれた男（上・下）

著

者：百田 尚樹

単行本：（上）382ページ、（下）366ページ
出版社：（上・下）講談社（2012/7/11）
価

格：（上・下）各1,680円（税込）

I S B N ：（上）978-4062175647
（下）978-4062175654

しかしこうした配慮は、何もビジネスの業界のみに言えること
ではなく、医療や福祉、そして教育といった、今、私たちが携わっ
ている領域においても大切なことです。人に対する「目配り」
「気
配り」
「心配り」といった配慮がもととなって信頼関係が築いてい
けるのではないかと痛感させられました。
（推薦者：医療保育科 准教授 笹川 拓也）

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

四畳半神話大系
この小説は四話で構成されていて、それぞれの話が独立・並行し
て進んでいきます。各話のスタート地点は全て同じ。主人公が大学入
ば

ら いろ

学後、薔薇色のキャンパスライフを送るべく、どのサークルに入ろう
かと悩むところから始まります。第一話では映画サークルに入り、第
二話では怪しい先輩の弟子となり、第三話ではソフトボールサーク
ル、第四話では謎の組織に所属しますが、結局はどの話でも薔薇色と
題 名：四畳半神話大系
著 者：森見 登美彦
単行本：292ページ
出版社：太田出版（2004/12/10）
価

格：1,680円（税込）

I S B N ：978-4872339062

は程遠い学生生活を送ることとなるのです。各話の設定や登場人物
は同じで、主人公が選択するサークルが異なるだけなのに、学生生活
が全く違った方向へと展開されていくので、第一話、第二話と読み進
むたびにこの本の独特な世界に引き込まれてしまいます。
話の構成も面白いのですが、単なる大学生の青春物語ではなく、
SF 要素も盛り込まれていたり、登場人物が非常に個性豊かであると
ころもこの作品の魅力です。テンポよく読める作品なので、普段本を
読まない方にもおすすめです。
（推薦者：臨床検査科 助教 衣川 菜美）
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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

学友会会長
臨床検査科

稲見 遼香

1年

皆さん、こんにちは。
学友

毎年様々なイベントを企画・運営していますが、その

会会長を務めることになり

中でも学園祭は最も重要なイベントです。来年度の学

ました稲見 遼香です。
よろ

園祭では、本学の学生が楽しめるだけでなく、外部の方

しくお願いします。

にも本学の良さを知ってもらえるような企画・運営を

平 成 25 年 度 の学園祭

行っていきたいと考えています。
また、昨年から学友会

終了後、学友会の役員とし

を中心に実施している安全パトロールでは、地域美化

て看護科、臨床検査科、放

と地域安全への貢献はもちろん、地域の方々との交流

射線技術科、医療保育科の

を深めていくつもりです。

8 名が新たに任命されま

新役員に交代したばかりで、皆さんにご迷惑をおか

した。学友会全体では役員

けすることがあるかもしれませんが、
皆さんが有意義な

が 31 名になり、学園祭終了後から活動しています。

学生生活を送れるよう学友会役員一同努力していきま

例年よりもたくさんの役員ですが、それぞれ個性を発

す。
今後もご協力をお願いします。

揮しながら活躍しています。
当初は一致団結できるか
どうか不安もありました。
しかし、様々な活動を通し
て仲良くなり、協力できる仲間になりました。31 名
の役員それぞれが責任感と行動力を持ち、どんなこと
でも楽しんで遂行できる力を持っています。
私たちが
企画したイベントを私たち自身も楽しむことで、参加
してくださった方がさらに楽しんでくださるのでは
ないかと期待しています。

地球温暖化対策
ワーキング
グループだより

NO

▲学友会新役員

日本語に関する取り組み

. 23

古紙の分別

短歌受賞報告
社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会主催の平成 25
年度「心豊かに歌う 全国ふれあい短歌大会」に、医療介

皆さん、エコしていますか。今回は、古紙の分別について説
明します。現在国内で使用されている紙の種類は膨大で、大き
な分類でも10分類以上になります。そのため、古紙の種類も多
くなります。古紙を再生して製品化する製紙会社にとって、古
紙を今以上に利用しやすくするためには、その分別が強化され
なければなりません。
回収の段階で古紙がきちんと分別されていないと、製紙工
場では、製紙原料としてそのまま使用できなくなってしまい
ます。また、古紙に異物が混ざっていると、紙の原料にならな
かったり、紙を作るうえで重大な障害を起こします。異物とは、
例えば、布、ガラス、金属などの紙でないものはもちろんです
なっせん し
が、防水加工された紙＊1、捺染紙＊2、感熱発泡紙＊3などは紙
であっても異物となります。
本学では、段ボール、新聞、雑誌、白紙、シュレッダー紙、そ
の他の雑紙に分類して業者に出しています。私たちが、ほんの
少しの手間をかけるだけで、古紙の原料としての品質を高め、
再生される紙の品質を高めることができるのです。
＊１ 紙コップ、紙皿、ヨーグルトの紙容器など。
＊２ アイロンプリント紙。
＊３ 熱を加えたところが盛り上がる紙。点字用コピーが代表例。

（守屋 清孝）

護福祉科 1、2 年次生合わせて 60 名が、介護への思い
を短歌に託して応募しました。その結果、2 年次生の白
石 亜弓さんが「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、ボランティアの方、介護の勉強をする学生
を対象に短歌を募集し、介護や支援を受けている方々の
生きがい作りや社会参加を進
めることを目的にしていま
す。同協議会が企画する短歌
集『老いて歌おう 2013』
（鉱
脈社発行）には、白石さんの作
品をはじめ、本学の応募者全
員の作品 60 首が収められて
います。
白石さんの作品

▲受賞者の白石 亜弓さん

実習中話してくれぬ利用者さん
最後にくれた「ありがとう」
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Information
平成26年度

公開講座

平成
26年度

第1回【医療介護福祉科】
講座名：「美味しく食べて介護予防」
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）・

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）

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

開催日時

第2回【放射線技術科】

第１回

5月25日㈰ 13：00～16：00 現代医学教育博物館見学（全学科希望者対象）

第２回

6月22日㈰ 13：00～16：00 附属病院見学（全学科希望者対象）

講座名：「ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ検査の違いってなんだろう？

7月19日㈯ 13：00～16：00

−診療放射線技師の役割−」
講
日

師：荒尾 信一（本学放射線技術科准教授）
池長 弘幸・吉田 耕治・三村 浩朗（川崎医科大学附属病院 診療放射線技師）
時：8月17日（日）10：00～11：30

会

場：本学 体育館 101教室

第3回【医療保育科】

第３回

講
日

師：尾﨑 公彦（本学医療保育科教授）・伊藤 智里（本学医療保育科講師）
時：10月11日（土）10：00～11：30

会

場：本学 体育館 102教室

主要行事（4月〜6月）
1日 新入生オリエンテーション（～7）
1日 放射線技術科3年臨床実習Ⅱ開始（～7/24）

４月

3日 入学式
4日 新入生健康診断
7日 臨床検査科3年臨床実習開始（～7/24）

8月17日㈰ 13：00～16：00

第５回

9月21日㈰ 13：00～16：00 附属病院見学（全学科希望者対象）
10月11日㈯ 9：00～15：00

第6回
10月12日㈰ 9：00～15：00
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）

平成26年度

7日 医療介護福祉科2年介護実習Ⅲ開始（毎週水
曜）（～7/9）

５月

17日 スポーツ大会
25日 第1回オープンキャンパス
26日 医療保育科3年幼稚園実習開始（～6/22）
1日 学園創立記念日
10日 医療介護福祉科1年介護実習Ⅰ開始（毎週
火・水曜）（～7/9）

６月

17日 医療保育科保育実習開始式

推薦入試結果
看護科

募集人員（名）

40

川崎医療短期大学広報誌
「若きいのち」
（84号）

写真協力：二葉写真館
印

刷 : 友野印刷株式会社

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/

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。

25

25

93

53

86

7

38

7.6

8.6

0.3

1.5

合格者数（名）

45

11

13

7

28

平成26年度

一般入試前期結果
看護科

計
107
277
2.6

（平均）

104

試験日：2月2日（日）合格発表：2月7日（金）

臨床検査科 放射線技術科 医療介護福祉科 医療保育科

募集人員（名）

45

33

32

10

10

志願者数（名）

129

119

148

15

26

志願倍率（倍）

2.9

3.6

4.6

1.5

2.6

合格者数（名）

75

43

42

14

19

平成27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。

学

生

計
130
437
3.4

（平均）

193

入 試 に 〔教務課〕TEL：086-464-1033
関 す る
問 合 せ 先 Eメール：nyushi@jc.kawasaki-m.ac.jp

表

彰

日本介護福祉士養成施設協会

会 長 賞

白石 亜弓

全国保育士養成協議会

会長表彰

吉田 優花

2014年3月発行
編集発行 : 広報誌編集委員会
天野 貴司（放射線技術科・委員長）
河邉 聡子（医療介護福祉科・副委員長）
名木田 恵理子（一般教養）
見尾 久美恵（一般教養）
重田 崇之（一般教養）
影本 妙子（看護科）
衣川 菜美（臨床検査科）
中井 靖（医療保育科）
桑田 俊明（庶務課）
小池 香里（庶務課・書記）

10

2.3

22日 第1回公開講座
第2回オープンキャンパス

7

志願倍率（倍）

18日 医療保育科2年保育実習Ⅰ開始（～28）
〃

試験日：12月1日（日）合格発表：12月6日（金）

臨床検査科 放射線技術科 医療介護福祉科 医療保育科

志願者数（名）

8日 看護科3年臨地実習開始（～9/22）
12日 日本学生支援機構奨学金説明会

7月20日㈰ 13：00～16：00 附属病院見学（全学科希望者対象）

第４回

講座名：「皆で楽しむ工作ワークショップ

−１枚の紙から広がる子どもの世界−」

備 考

編 集 後 記
「文は人なり」という言葉をフランスの博物学者ビュフォンが残しています。文章は書き
手の人柄を示すものであり、文章を見れば書き手の「人となり」がわかるという意味です。
『枕草子』には、遠くにいる人から届いた手紙を見ることによって、その人と今向かい合って
しの

いるような気になるというくだりがあって、これも、手紙の文章が書き手の人となりを偲ばせ
るものであるからです。
私は授業を通じて、毎日のように学生の文章と接しています。提出された文章には、どん
なに短くても各々の人柄が表れているように感じます。ある程度まとまった文章を読むと、
普段は見えない一面を発見して、感心させられることも少なくありません。それは、文章の
巧拙を超えて、それぞれの内面に触れることができたということでしょう。
今号は就職活動をテーマに特集を組みました。交わされる手紙や文章を通して伝わる人
柄が、採用に関わるかもしれません。卒業する人も、在学生も、専門分野の鍛錬とともに言
葉の鍛錬を通して、自身を育ててほしいと思います。
末筆ながら、ご執筆いただいた方々にこの場を借りて深謝いたします。（見尾 久美恵）

