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P15 第３回ホームカミングデー開催案内 オリンピックメダリスト
池谷 幸雄さん

ホームカミングデー開催
１０月７日（日）はNUHWに行こう！

第３回

ロンドン五輪の体操解説でおなじみ

池谷 幸雄さんが来学！
オリンピックメダリスト 

　第１回は戦場カメラマンの渡部陽一さん、第２回は内科医／作家の
おおたわ史絵さんをお招きしての記念講演、同窓生と先生方、在学生
との交流会と大盛況でした。ご参加いただいた方からは「大学の発展
が感じられた」「楽しかった！」などの声をいただきました。
　今年は五輪イヤーにちなんでオリンピックメダリストの池谷幸雄さ
んをお招きし、夢を実現するためのヒントや様々な大会でのエピソー
ドなどのお話をいただきます。
　講演後の交流会では旧交を温めていただけると期待しています。

池谷 幸雄（いけたに ゆきお）講演者

オリンピックメダリスト１９７０年生まれ。４歳の頃より体操をはじめ、学生時代に才能が開
花。ソウルオリンピックで団体・個人種目別床運動で銅メダル獲得。バルセロナオリンピッ
クでは団体で銅メダルと個人種目別床運動で銀メダルを獲得。引退後は、スポーツキャス
ターとしてTVに多数出演するほか、ラジオ・雑誌・CM・舞台・映画など幅広く活躍。現在
「池谷幸雄体操倶楽部」を設立し、後進の指導にあたっている。また日本体操協会理事を
歴任、体操界の発展と向上・体操競技をメジャーにするため、普及活動にも積極的に取り
組んでいる。 同封の申込ハガキにてお申込ください。席をご用意いたしますので、事前にお申込をお願い

いたします。当日は、伍桃祭も開催しています。申 込 方 法

スケジュール

１２：１０～
１２：４０～１３：４０

受付  図書館棟１階
記念講演　図書館棟３階　大講堂

１４：００～１４：３０ 交流会 図書館棟３階 セミナー室
軽食とソフトドリンクをご用意して、同窓生の皆さんのお越しをお待ちしています。

先生方やご友人、後輩と一緒に、懐かしい話や近況報告に話を咲かせてください。

講演テーマ「夢は果てしなく永遠に」
幼少時代の夢を実現し、現在の夢は次代を担う子供を育てること、そして感動
を分かち合うこと。小さなことから少しずつ実践することでいつか大輪の花を
咲かすことが出来るのです。自分自身をしっかりと持つこと、そして明確な目
標と大きな夢を持つことの大切さを伝授します。

伍桃祭にお越しください！！

日付：１０月７日(日)、８日(月・祝)
場所：新潟医療福祉大学

時間：７日…10：00～19：00、８日…10：00～16：30

伍桃祭ホームページ
https://sites.google.com/a/nuhw.ac.jp/gotousai2012/

７日 日 8日 月・祝★よさこい部による演舞

★各部活動の発表

★Ms.＆Mr.の予選通過者発表

★全10学科による
　学科別体験プログラム

★新潟市北区小中学校さんによる
　吹奏楽部の発表

★Ms.＆Mr.結果発表

★ダンスライブ、軽音ライブ

★バルーンアート

IWASAKI(Dr.)、GOT’S(B.)、KEIGO(Vo.)、KOHSHI(Vo.)、TAKE(G.)の2MC,G,B,Dr
の5人組のロックバンド。2003年7月2日に「ブラスター」でメジャーデビュー。その後、
「GO!!!」、「DAYS」などのヒット曲を数多く世に放つ。現在、リリースされる作品は特にアニ
メとの相性が良く、最近では、各国で行われるアニメFes.等から多数のオファーを受け、彼
らの活動は日本ばかりでなく、諸外国へと広がりを見せている。

FLOWプロフィール

整理券を発行します。整理券はなくなり次第、
配布を終了します。詳細については伍桃祭HP
をご覧ください。

ゲスト
FLOW

入場
無料



星野 広樹さん
（健康栄養学科　2010年卒）

田澤 祐美さん
（理学療法学科　2007年卒）

同窓会誌「伍桃」「伍桃だより」制作
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同窓会役
員のおし

ごと紹介
♪

同窓会役員って何し
ているの？

意外にわからない役
員の主なおしごとを

紹介します！

勤務の合間をぬって
、あれこれ動いてま

す。

特集!!

総会総会

役員会役員会

毎年春に行う総会。
その年の予算や事業計画を承認してもらいます。
役員以外の方もオブザーバーとして参加OKですよ！

大学や新潟市内の会議室で
年に5～6回開催される役員会。
こちらも役員以外のオブザーバー参加大歓迎！

懇親会懇親会

みよ、この笑顔！！

ウェルカム新役員の皆さん!
お昼をはさんで顔合わせ会

学生の試合の応援に
行っちゃうことも！！

特集記事は
こんなイメージで。

同窓会支援室スタッフの
加藤さんと打ち合わせ

大学の同窓会支援室スタッフの方 が々
サポートしてくださっています。

同窓会支援室スタッフの
計良（けら）さん いつもすみません！

いつもすみません！
完成！
！

完成！
！

いやいやそんな・・・

いやいやそんな・・・

ホームカミングデー企画運営

役員のおしごとを少しでも理解していただけたでしょうか？
今後も皆様のお役に立てるようがんばりますので応援してください。
やりたい企画やご意見があれば支援室までどうぞ。

新規役員・オブザーバー随時募集中！！新規役員・オブザーバー随時募集中！！
同窓会や在学生、母校の支援のために一緒に活動しませんか！
興味のある方は同窓会支援室までご連絡ください！

TEL025-257-4455（代）  Email.dosokai@nuhw.ac.jp

第1回は戦場カメラマン
渡部陽一さんをお迎えしました。

第2回は内科医/作家の
おおたわ史絵さん。

さて今回の講師は・・・誰にしよう？
あっ、あのオリンピックメダリストの方が

いいんじゃない！？齊藤同窓会長が
説明中。

講演会後の
交流会の様子です。

よろしく！！

今回の特集の
ための撮影です。

役員会の後は・・・
もちろん懇親会！！

江里口 恵子さん（社会福祉学科　2007年卒）

村松 美友紀さん（看護学科　2012年卒）

自宅で原稿のチェック。
メールって便利よネ。

　「同窓会の集まりに参加したいけれど、
新潟は遠いから・・・」とよく聞かれる言葉
です。ご存知でしたでしょうか？実は、東
京、千葉、神奈川、埼玉、山梨、群馬、茨城、
栃木エリアにお住まいの会員の方々を対
象として、都内のサテライトキャンパスに
首都圏支部の集まりがあります。

首都圏支部って
    何をしているの？
首都圏支部って
    何をしているの？ 東京でミーティング

するので来てね。

首都圏、
関東地区に
お住まいの
方へ

まだまだ新しい支部ですので、次の活動を考えています。
お気軽ご参加ください。

①首都圏で働く卒業生と交流
　（近隣の施設や病院などの情報交換を考えています）

②近隣の同窓生同士での勉強会
③なんでも気軽に
　話しができるような食事会
④首都圏支部総会の開催

まだまだ新しい支部ですので、次の活動を考えています。
お気軽ご参加ください。

①首都圏で働く卒業生と交流
　（近隣の施設や病院などの情報交換を考えています）

②近隣の同窓生同士での勉強会
③なんでも気軽に
　話しができるような食事会
④首都圏支部役員会、
　総会の開催

今年は
どんなことをやろうかな・・・
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同窓会総会報告

平成23年度収支決算書 平成23年4月1日～平成24年3月31日

Ⅰ．収入の部
科 　 目 予 算 額 決 算 額

１．会費収入

２．収入利息

３．雑収入

４．前年度繰越金

収入の部合計

12,160,000
3,000

0
12,192,088
24,355,088

12,216,000
2,401

0
12,192,088
24,410,489

Ⅱ．支出の部
科 　 目 予 算 額 決 算 額

１．事業費

２．会議費

３．管理費

４．その他

支出の部合計

5,500,000
400,000
2,210,000
1,080,000
9,190,000

4,196,181
377,091
1,219,102
62,299

5,854,673

平成24年度収支予算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日

Ⅰ．収入の部
科　目 予 算 額

１．会費収入

２．収入利息

３．雑収入

４．前年度繰越金

収入の部合計

12,348,000
3,000

0
18,555,816
30,906,816

科 　 目 予 算 額

１．事業費

２．会議費

３．管理費

４．その他

支出の部合計

5,700,000
600,000
2,230,000
1,100,000
9,630,000

Ⅱ．支出の部

※【正会員数】学部卒業生3,441名、大学院修了生124名 計3,565名（平成23年度卒業生615名、修了生20名）

第8回
同窓会総会ご報告

同窓会
活　動

　平成24年5月26日（土）新潟医療福大学内で第8回
新潟医療福祉大学同窓会総会が開催されました。そこで
承認された平成23年度決算及び平成24年度予算につ
いてご報告いたします。

平成23年度事業報告について
同窓会長挨拶
　会員の皆様こんにちは。暑い夏も過ぎ、今年もホームカミングデー
の時期になりました。 第3回目の今回は、バルセロナオリンピック銀
メダリストの池谷幸雄さんをお招きしての講演会を企画しておりま
す。現役時代の成功や挫折、苦労体験をはじめ、スポーツ選手がケ
ガをした際の精神状態や支える方法など、現役を退いたからこそ見
える池谷さんのお話は、必ず私たちの職種に生かせるものと思いま
す。また、ロンドンオリンピックの裏側や内村航平選手についてのお
話など盛りだくさんです。 今年も伍桃祭と同日開催ですので、母校
の変化や、後輩の活躍も併せて見に来ていただけたらと思います。
ぜひご家族や友人を誘ってお越しください。お待ちしています。

同窓会長　齊藤  公二
（健康栄養学科 2005年卒）

開学10周年を記念して同窓会より
ソーラー式アウトドアクロックを大
学に寄贈いたしました。設置場所は
第3研究・体育棟脇になります。在
学生に「時」を伝えると共に、ゆく末
永く学生を見守るシンボルになっ
て欲しいと思います。大学を訪れた
時には気に留めてみてください。

J棟脇に設置してあります。I・G棟、体育館に向かう方に時を知らせます。

平成23年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に寄与する事業の推進を目標として行って参りました。主な事業は次の通りです。

新潟医療福祉大学同窓会
第２回ホームカミングデー開催

会　　場：大講堂
参加人数：同窓生37名、教員6名、
　　　　  一般160名程
交流会会場：図書館棟セミナー室
参 加 者：同窓生30名（実行委員含む）、学生20名、

渡辺副理事長、山本学長、遠藤和男先生、
稲村先生、川崎先生、星野先生、支援室

記念講演 講演者：

01

「自分でできる性格診断」
おおたわ史絵氏（内科医/作家）

04

10周年記念事業

記念品としてソーラ一式アウトドアクロックを贈呈
10周年記念誌を全同窓会員へ送付

会員名簿作成・管理、
会費徴収

02 新潟医療福祉大学同窓会誌・
ニュースレター定期発刊

「伍桃だより６号」
１０月発刊

「伍桃８号」
３月発刊

03

基盤整備事業

07
図書カード（＠5,000×49名）、
現金（＠30,000×1団体）を贈呈。

卒業式時における優秀学生への
同窓会長賞贈呈（図書カード、現金）

05
http://nuhw-dosokai.jp

新潟医療福祉大学同窓会
ホームページ運営 06

　理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、
健康栄養学科、看護学科、義肢装具学科、社会福
祉学科の国家試験受験前に配付。
※健康スポーツ学科は国
家試験の受験がないた
め配付せず。

卒業年次生に向けての
国家試験合格祈願鉛筆配付

事業期間 平成23年3月1日～平成24年3月31日

学生表彰者一覧
理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

義肢装具自立支援学科

健康栄養学科

健康スポーツ学科

看護学科

社会福祉学科

保健学専攻

理学療法学科

理学療法学科

理学療法学科

理学療法学科

理学療法学科

作業療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

言語聴覚学科

義肢装具自立支援学科

義肢装具自立支援学科

健康栄養学科

健康栄養学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

学長賞

学業成績優秀者

大学院 学長賞

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

看護学科

看護学科

看護学科

看護学科

看護学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

保健学専攻

健康科学専攻

社会福祉学専攻

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

学業成績優秀者

大学院 成績優秀者

課外活動（個人）

金　内 　航
石　井 健　一
竹之内 克　斗
　星 知　沙
松　山 　結
大　橋 亜　矢
武　藤 　唯
唐　沢 　希
中　野 紗也香
雲　野 友梨恵
丸　山 　礼
近　藤 詩　織
丸　山 美　和
尾　﨑 　都
藤　井 彩　香
山　田 恵　理
徳　永 由　太
阿　部 夏　希
清　水 弘　美
奈良　梨央（水泳部）
沼田　裕介（水泳部）
土田　祥太（陸上部）
川村　優理(強化サッカー部 女子）

レクア．コム部　　花野　喬子（代表）

佐　藤 陽　一
塚　原 美　希
松　川 　悠
菅　井 佑　輔
内　田 悠　香
小　林 真里奈
嶺　村 みさと
石　黒 　咲
阿　部 真　典
小　柳 亜友美
中曽根 　藍
羽　入 和　貴
田　中 　僚
宮　口 翔　太
吉　田 香　織
塩野谷 美由紀
上之山 恵　利
坂　大 未　来
齋　藤 竜　佑
山　澤 篤　史
内　山 紗　希
外　山 友里恵
　南 麻莉菜
上　谷 絵　美
　林 純　平
塩　田 　光

団体
課外活動（団体）平成24年度

事業計画について
平成24年4月1日～平成25年3月31日

事業期間 1 卒業生名簿管理
今年度卒業生から連絡先を収集し、名簿管理シス
テムにて一元管理する。

2 同窓会費
後援会より今年度卒業生の補助金納入。特別会員
入会依頼。

3 コミュニケーション活動
同窓会ニュースレター「伍桃だより」9月発刊、同窓会
会報誌「伍桃」3月発刊、ホームページの運営･管理。

4 組織の拡大
年5回の役員会実施。5月に第8回総会実施。首都圏
支部の活動の活性化。

5 情報提供・交換
同窓会ホームページ・同窓会誌を利用して、各種情
報の発信。

6 交流事業の確立
第3回ホームカミングデー実施。会員の大学訪問、在
学生による同窓生勤務先訪問、学科交流会を実施。

7 支援活動
国家試験合格祈願鉛筆配付。
学生表彰副賞配付。

会員名簿

会員名簿

記念プレート「贈 開学10周年記念 
新潟医療福祉大学 同窓会」

第3研究・体育棟脇に設置してあります。厚生棟や
実験実習棟、体育館に向かう方に時を知らせます。

両面式になっています。どちら側からも
見ることができます
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同窓会総会報告

平成23年度収支決算書 平成23年4月1日～平成24年3月31日

Ⅰ．収入の部
科 　 目 予 算 額 決 算 額

１．会費収入

２．収入利息

３．雑収入

４．前年度繰越金

収入の部合計

12,160,000
3,000

0
12,192,088
24,355,088

12,216,000
2,401

0
12,192,088
24,410,489

Ⅱ．支出の部
科 　 目 予 算 額 決 算 額

１．事業費

２．会議費

３．管理費

４．その他

支出の部合計

5,500,000
400,000
2,210,000
1,080,000
9,190,000

4,196,181
377,091
1,219,102
62,299

5,854,673

平成24年度収支予算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日

Ⅰ．収入の部
科　目 予 算 額

１．会費収入

２．収入利息

３．雑収入

４．前年度繰越金

収入の部合計

12,348,000
3,000

0
18,555,816
30,906,816

科 　 目 予 算 額

１．事業費

２．会議費

３．管理費

４．その他

支出の部合計

5,700,000
600,000
2,230,000
1,100,000
9,630,000

Ⅱ．支出の部

※【正会員数】学部卒業生3,441名、大学院修了生124名 計3,565名（平成23年度卒業生615名、修了生20名）

第8回
同窓会総会ご報告

同窓会
活　動

　平成24年5月26日（土）新潟医療福大学内で第8回
新潟医療福祉大学同窓会総会が開催されました。そこで
承認された平成23年度決算及び平成24年度予算につ
いてご報告いたします。

平成23年度事業報告について
同窓会長挨拶
　会員の皆様こんにちは。暑い夏も過ぎ、今年もホームカミングデー
の時期になりました。 第3回目の今回は、バルセロナオリンピック銀
メダリストの池谷幸雄さんをお招きしての講演会を企画しておりま
す。現役時代の成功や挫折、苦労体験をはじめ、スポーツ選手がケ
ガをした際の精神状態や支える方法など、現役を退いたからこそ見
える池谷さんのお話は、必ず私たちの職種に生かせるものと思いま
す。また、ロンドンオリンピックの裏側や内村航平選手についてのお
話など盛りだくさんです。 今年も伍桃祭と同日開催ですので、母校
の変化や、後輩の活躍も併せて見に来ていただけたらと思います。
ぜひご家族や友人を誘ってお越しください。お待ちしています。

同窓会長　齊藤  公二
（健康栄養学科 2005年卒）

開学10周年を記念して同窓会より
ソーラー式アウトドアクロックを大
学に寄贈いたしました。設置場所は
第3研究・体育棟脇になります。在
学生に「時」を伝えると共に、ゆく末
永く学生を見守るシンボルになっ
て欲しいと思います。大学を訪れた
時には気に留めてみてください。

J棟脇に設置してあります。I・G棟、体育館に向かう方に時を知らせます。

平成23年度におきましては、本会の基盤作り・安定化および活性化に寄与する事業の推進を目標として行って参りました。主な事業は次の通りです。

新潟医療福祉大学同窓会
第２回ホームカミングデー開催

会　　場：大講堂
参加人数：同窓生37名、教員6名、
　　　　  一般160名程
交流会会場：図書館棟セミナー室
参 加 者：同窓生30名（実行委員含む）、学生20名、

渡辺副理事長、山本学長、遠藤和男先生、
稲村先生、川崎先生、星野先生、支援室

記念講演 講演者：

01

「自分でできる性格診断」
おおたわ史絵氏（内科医/作家）

04

10周年記念事業

記念品としてソーラ一式アウトドアクロックを贈呈
10周年記念誌を全同窓会員へ送付

会員名簿作成・管理、
会費徴収

02 新潟医療福祉大学同窓会誌・
ニュースレター定期発刊

「伍桃だより６号」
１０月発刊

「伍桃８号」
３月発刊

03

基盤整備事業

07
図書カード（＠5,000×49名）、
現金（＠30,000×1団体）を贈呈。

卒業式時における優秀学生への
同窓会長賞贈呈（図書カード、現金）

05
http://nuhw-dosokai.jp

新潟医療福祉大学同窓会
ホームページ運営 06

　理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、
健康栄養学科、看護学科、義肢装具学科、社会福
祉学科の国家試験受験前に配付。
※健康スポーツ学科は国
家試験の受験がないた
め配付せず。

卒業年次生に向けての
国家試験合格祈願鉛筆配付

事業期間 平成23年3月1日～平成24年3月31日

学生表彰者一覧
理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

義肢装具自立支援学科

健康栄養学科

健康スポーツ学科

看護学科

社会福祉学科

保健学専攻

理学療法学科

理学療法学科

理学療法学科

理学療法学科

理学療法学科

作業療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

言語聴覚学科

義肢装具自立支援学科

義肢装具自立支援学科

健康栄養学科

健康栄養学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

学長賞

学業成績優秀者

大学院 学長賞

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

看護学科

看護学科

看護学科

看護学科

看護学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

社会福祉学科

保健学専攻

健康科学専攻

社会福祉学専攻

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

健康スポーツ学科

学業成績優秀者

大学院 成績優秀者

課外活動（個人）

金　内 　航
石　井 健　一
竹之内 克　斗
　星 知　沙
松　山 　結
大　橋 亜　矢
武　藤 　唯
唐　沢 　希
中　野 紗也香
雲　野 友梨恵
丸　山 　礼
近　藤 詩　織
丸　山 美　和
尾　﨑 　都
藤　井 彩　香
山　田 恵　理
徳　永 由　太
阿　部 夏　希
清　水 弘　美
奈良　梨央（水泳部）
沼田　裕介（水泳部）
土田　祥太（陸上部）
川村　優理(強化サッカー部 女子）

レクア．コム部　　花野　喬子（代表）

佐　藤 陽　一
塚　原 美　希
松　川 　悠
菅　井 佑　輔
内　田 悠　香
小　林 真里奈
嶺　村 みさと
石　黒 　咲
阿　部 真　典
小　柳 亜友美
中曽根 　藍
羽　入 和　貴
田　中 　僚
宮　口 翔　太
吉　田 香　織
塩野谷 美由紀
上之山 恵　利
坂　大 未　来
齋　藤 竜　佑
山　澤 篤　史
内　山 紗　希
外　山 友里恵
　南 麻莉菜
上　谷 絵　美
　林 純　平
塩　田 　光

団体
課外活動（団体）平成24年度

事業計画について
平成24年4月1日～平成25年3月31日

事業期間 1 卒業生名簿管理
今年度卒業生から連絡先を収集し、名簿管理シス
テムにて一元管理する。

2 同窓会費
後援会より今年度卒業生の補助金納入。特別会員
入会依頼。

3 コミュニケーション活動
同窓会ニュースレター「伍桃だより」9月発刊、同窓会
会報誌「伍桃」3月発刊、ホームページの運営･管理。

4 組織の拡大
年5回の役員会実施。5月に第8回総会実施。首都圏
支部の活動の活性化。

5 情報提供・交換
同窓会ホームページ・同窓会誌を利用して、各種情
報の発信。

6 交流事業の確立
第3回ホームカミングデー実施。会員の大学訪問、在
学生による同窓生勤務先訪問、学科交流会を実施。

7 支援活動
国家試験合格祈願鉛筆配付。
学生表彰副賞配付。

会員名簿

会員名簿

記念プレート「贈 開学10周年記念 
新潟医療福祉大学 同窓会」

第3研究・体育棟脇に設置してあります。厚生棟や
実験実習棟、体育館に向かう方に時を知らせます。

両面式になっています。どちら側からも
見ることができます



同窓生の近況報告「同窓生は今」
同窓会
活　動 学科近況

目の前の
目標にむかって

筑波大学大学院 人間総合科学研究科

大桃 結花（理学療法学科 2007年卒）

同窓
生は
今

認知症治療病棟の
専従OTとして

医療法人 白日会 黒川病院 認知症治療病棟 勤務

大沼 恵子（作業療法学科 2007年卒）

同窓
生は
今

母校は今
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Ｑ：職場で大切にしていることを
　 一言でいうと？
　常に100％で向き合い、取り組む。

Ｑ：具体的仕事内容を教えてください
　筑波大学の陸上競技部で理学療法士としてトレーナー活動をしてい
ます。仕事内容としては、疼痛や違和感のある選手の評価やリハビリ、
また壁にぶつかっている選手やパフォーマンスを上げたい選手へのト
レーニング介入をしています。

Ｑ：大学生活は今の仕事に影響していますか？
　大学4年間を通して理学療法の可能性を感じれたことは今に大きく
影響しています。またこの時期に出会った様々な人とのつながりは、今
に活きていると思います。

Ｑ：仕事のモットーは何ですか？
　その場で必ず結果を出す。

Ｑ：これからの夢や目標は何ですか？
　夢はオリンピックへ理学療法士とし
て帯同することです。しかしこれは単
なる形に過ぎず、その裏にある本当の
目標は「目の前の人をしっかり治せる
ようになること」です。たくさんの人に
感謝し、一生勉強しながら頑張ります！

Ｑ：職場で大切にしていることを
　 一言でいうと？
　　『明るく笑顔で』

Ｑ：具体的仕事内容を教えてください
　認知症治療病棟の専従OTとして、認知症患者さんとの作業活動（も
の作り、認知リハビリ、レクリエーション～ゲーム・映画鑑賞・カラオケ・
音楽活動～、小集団体操、散歩、園芸）や入浴後の整容動作訓練（整髪）
の介助、またベッド臥床の方にはポジショニングや関節可動域訓練等
を行っています。

Ｑ：大学生活は今の仕事に影響していますか？
　はい。全ての授業や実習が総合的に影響していると思います。

Ｑ：仕事のモットーは何ですか？
　作業活動を通して認知症患者さんの笑顔やその人らしさを引き出す
ことです。

Ｑ：これからの夢や目標は何ですか？
　今後、認知症の方が
日々穏やかに暮らせる
ような環境作りと「病
院」という枠にとらわれ
ない作業活動の提供を
行っていきたいと思っ
ています。

近況報告01
理学療法学科 講師 椿 淳裕

　この「伍桃だより第7号」が皆さんのお手元に届く頃には、暑かった夏も終わり
過ごしやすい時期を迎えていることと思います。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？
　4月には12期生97名が入学しました。皆さんのような理学療法士を目指して、
勉強を始めたところです。2年生、3年生は大学内での授業や後期の実習に向け
た準備を、4年生は前期の総合実習を終え、就職活動や国家試験に向けた準備
をしています。また、例年の海外研修も、年を追う毎に充実の度を増しています。
　教員に目を向けてみますと、昨年度末で渡辺恵子先生と地神裕史先生が大学
を離れました。渡辺先生は臨床の現場に戻られ、地神先生は他の大学で学生指
導に関わっていらっしゃいます。4月からは、江玉睦明先生が助教として、高橋英明
先生が助手として赴任されました。
　大学院は今年で8年目を迎えました。
今年度は学部から4名が、社会人からも
4名の方が入学され、大学院での生活を
始めています。
　理学療法に対する社会の目が変わり
つつあるようです。秋の夜長に、自身の
キャリアについて考えてみてはいかがで
しょうか？
　最後に、理学療法学科ホームページ
（http://www.nuhw-pt.jp/）はますます
充実しています。今後もお見逃しなく！

作業療法学科
近況報告02

作業療法学科 准教授　渡邉 良弘

　卒業生の皆様、ご多忙のことと拝察いたします。精神医学の授業担当の渡邉
良弘といいます。どうぞよろしくお願いします。作業療法学科は大学開学時に創設
され、今年春に11年目を迎えました。現在、大山峰生学科長はじめ学科教員はそ
れぞれ教育に研究にたずさわっております。詳しくは学科のHPの教員紹介に譲り
ますので、お手すきの時に、どうぞ御覧ください。個性あふれる教員が情熱をもち学
生の教育に取り組み、苦楽をともにしております。平成23年度より本学2期生の
岩波潤先生が作業療法学科に着任され、現在御活躍中です。在学生の近況を
御報告いたします。作業療法学科には今春48名の新入生が入学しました。当初、
幾分不安そうな顔をみせていた新入生も次第に打ち解け、前期試験を乗り越え、
大学に帰属感がでてきたようです。2年生は評価実習にむけ勉強に取り組んでお
ります。3年生は臨床実習に向け勉強に取り組んでおります。国家試験模試も早
めに開始しました。写真は、学生が自主的に集まり評価や訓練の技術を練習して
いる様子です。卒業生の皆様から続いております自主練習も現在まで連綿と続い
ており、作業療法学科のよい習慣となっております。4年生は、今年度も国家試験
全員合格と就職全員内定を目指し一丸となって進んでおります。例年同様、5名
程の小グループにまとまり勉強に励んでおります。卒業生の皆様は同窓の絆でむ
すばれ、在学生とともに教員一同
忘れることはありません。皆様の
健康と益々のご活躍を心から祈
念しております。新潟にお越しの
際は、ぜひお立ち寄りください。

理学療法学科

近況報告03
言語聴覚学科 准教授 今井 信行

　卒業生の皆さん、こんにちは。言語聴覚学科の近況をお知らせします。
　本年4月に、佐藤克郎教授（耳鼻咽喉科学担当）、加藤梓助手の新任教員2
名が着任されました。教員は13名となり、糟谷学科長を中心に一丸となって学生
教育に取り組んでいます。それから今春の叙勲で、大橋靖名誉教授が瑞宝中綬
章を受賞されました。学科としても、大変喜ばしいニュースでした。
　本学科は3月に8期生を送りだし、卒業生も380名近くとなり、多くの同窓生が、
社会でご活躍されるようになりました。皆
さんが学生時代そうであったように、今
でも臨床実習が一つの大きな関門に
なっています。臨床の厳しさを味わう最
初の機会で、多くの学生がつまずき、悩
み苦しみます。しかし、同じ大学の卒業
生がおられるところは、学生にとってもと
ても心強く思えるようです。これからは、
卒業後5年以上の臨床経験を積まれ、
バイザー資格を有する皆さんの勤務地
で、一人でも多くの本学科学生が実習
できるようになることを期待しています。
これまでの経験を、後輩にも伝えていく
という大役を担っていただけるよう宜しく
お願いします。

言語聴覚学科
近況報告04
　卒業生の皆さん、初めまして。今年の3月より義肢装具自立支援学科に赴任し
てまいりました大沼雅之が近況をお伝え致します。
　3月には、44名の2期生が卒業し、4月には6期生として48人が新たに入学して
きました。学科の教員にも変動があり、学科開設当初から教育ならびに運営に携
わっておられました坂井先生が退職されました。大学院には、劉さん(1期卒業生)
に続き、台湾から張さんと賴さんの2名の留学生を迎かえています。実習では日本
語と英語が混ざり合い、より国際的な学科になってきました。
　4年生は義肢装具施設への臨床実習を終了し、本格的な卒業研究に突入し
ています。他学年は7月末日からの定期
試験を終え、3年生は8月20日から臨床
実習Ⅱで福祉機器・車いすシーティング・
靴などの施設へ、1ヶ月間の実習に向か
いました。福祉用具以外の様々なことに
ついても学んできて欲しいと思います。
　皆さんもご存知のとおり、これからは超
高齢社会を迎え、福祉用具への関心が
高まり、期待も大きくなると思います。そ
の中でこの新潟医療福祉大学の卒業
生は義肢装具と福祉用具の、両方の専
門性を持った新しいPOの先駆者として
頑張っていただきたいと思います。

義肢装具自立支援学科

なでしこＪＡＰＡＮのゴールキーパー・コーチ
前田信弘さんが国民栄誉賞を受賞！
　前田信弘さん（2011年修了生）は、同志社大学を卒業後、プロのサッカー選手（Jリーガー）として活躍さ
れました。アルビレックス新潟に移籍後は選手としてだけでなく、指導者としてもチームに貢献しています。
　その後、日本サッカー協会に所属して全日本の女子サッカー（なでしこJAPAN）のゴールキーパー・コー
チを務めながら、2009年4月に本学の大学院に入学されました。
　大学院在籍中も、なでしこJAPANの数多くの遠征に帯同し、また視察や指導のために全国各地のチー
ムを回るなど多忙でしたが、研究活動にも熱心に取り組み、2011年3月に修士論文を完成させました。大
学院修了の翌年、ワールドカップにおけるなでしこJAPANの優勝の際にも、ゴールキーパー・コーチとして
選手をあらゆる面からサポートし、こうした功績が認められて昨年、国民栄誉賞を受賞されました。また今年
開催されたロンドン五輪の際にも同行されるなど、世界的にご活躍されています。

T O P I C

山本学長を表敬訪問

義肢装具自立支援学科 助教 大沼 雅之



同窓生の近況報告「同窓生は今」
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筑波大学大学院 人間総合科学研究科

大桃 結花（理学療法学科 2007年卒）
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認知症治療病棟の
専従OTとして

医療法人 白日会 黒川病院 認知症治療病棟 勤務

大沼 恵子（作業療法学科 2007年卒）
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Ｑ：職場で大切にしていることを
　 一言でいうと？
　常に100％で向き合い、取り組む。

Ｑ：具体的仕事内容を教えてください
　筑波大学の陸上競技部で理学療法士としてトレーナー活動をしてい
ます。仕事内容としては、疼痛や違和感のある選手の評価やリハビリ、
また壁にぶつかっている選手やパフォーマンスを上げたい選手へのト
レーニング介入をしています。

Ｑ：大学生活は今の仕事に影響していますか？
　大学4年間を通して理学療法の可能性を感じれたことは今に大きく
影響しています。またこの時期に出会った様々な人とのつながりは、今
に活きていると思います。

Ｑ：仕事のモットーは何ですか？
　その場で必ず結果を出す。

Ｑ：これからの夢や目標は何ですか？
　夢はオリンピックへ理学療法士とし
て帯同することです。しかしこれは単
なる形に過ぎず、その裏にある本当の
目標は「目の前の人をしっかり治せる
ようになること」です。たくさんの人に
感謝し、一生勉強しながら頑張ります！

Ｑ：職場で大切にしていることを
　 一言でいうと？
　　『明るく笑顔で』

Ｑ：具体的仕事内容を教えてください
　認知症治療病棟の専従OTとして、認知症患者さんとの作業活動（も
の作り、認知リハビリ、レクリエーション～ゲーム・映画鑑賞・カラオケ・
音楽活動～、小集団体操、散歩、園芸）や入浴後の整容動作訓練（整髪）
の介助、またベッド臥床の方にはポジショニングや関節可動域訓練等
を行っています。

Ｑ：大学生活は今の仕事に影響していますか？
　はい。全ての授業や実習が総合的に影響していると思います。

Ｑ：仕事のモットーは何ですか？
　作業活動を通して認知症患者さんの笑顔やその人らしさを引き出す
ことです。

Ｑ：これからの夢や目標は何ですか？
　今後、認知症の方が
日々穏やかに暮らせる
ような環境作りと「病
院」という枠にとらわれ
ない作業活動の提供を
行っていきたいと思っ
ています。

近況報告01
理学療法学科 講師 椿 淳裕

　この「伍桃だより第7号」が皆さんのお手元に届く頃には、暑かった夏も終わり
過ごしやすい時期を迎えていることと思います。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？
　4月には12期生97名が入学しました。皆さんのような理学療法士を目指して、
勉強を始めたところです。2年生、3年生は大学内での授業や後期の実習に向け
た準備を、4年生は前期の総合実習を終え、就職活動や国家試験に向けた準備
をしています。また、例年の海外研修も、年を追う毎に充実の度を増しています。
　教員に目を向けてみますと、昨年度末で渡辺恵子先生と地神裕史先生が大学
を離れました。渡辺先生は臨床の現場に戻られ、地神先生は他の大学で学生指
導に関わっていらっしゃいます。4月からは、江玉睦明先生が助教として、高橋英明
先生が助手として赴任されました。
　大学院は今年で8年目を迎えました。
今年度は学部から4名が、社会人からも
4名の方が入学され、大学院での生活を
始めています。
　理学療法に対する社会の目が変わり
つつあるようです。秋の夜長に、自身の
キャリアについて考えてみてはいかがで
しょうか？
　最後に、理学療法学科ホームページ
（http://www.nuhw-pt.jp/）はますます
充実しています。今後もお見逃しなく！

作業療法学科
近況報告02

作業療法学科 准教授　渡邉 良弘

　卒業生の皆様、ご多忙のことと拝察いたします。精神医学の授業担当の渡邉
良弘といいます。どうぞよろしくお願いします。作業療法学科は大学開学時に創設
され、今年春に11年目を迎えました。現在、大山峰生学科長はじめ学科教員はそ
れぞれ教育に研究にたずさわっております。詳しくは学科のHPの教員紹介に譲り
ますので、お手すきの時に、どうぞ御覧ください。個性あふれる教員が情熱をもち学
生の教育に取り組み、苦楽をともにしております。平成23年度より本学2期生の
岩波潤先生が作業療法学科に着任され、現在御活躍中です。在学生の近況を
御報告いたします。作業療法学科には今春48名の新入生が入学しました。当初、
幾分不安そうな顔をみせていた新入生も次第に打ち解け、前期試験を乗り越え、
大学に帰属感がでてきたようです。2年生は評価実習にむけ勉強に取り組んでお
ります。3年生は臨床実習に向け勉強に取り組んでおります。国家試験模試も早
めに開始しました。写真は、学生が自主的に集まり評価や訓練の技術を練習して
いる様子です。卒業生の皆様から続いております自主練習も現在まで連綿と続い
ており、作業療法学科のよい習慣となっております。4年生は、今年度も国家試験
全員合格と就職全員内定を目指し一丸となって進んでおります。例年同様、5名
程の小グループにまとまり勉強に励んでおります。卒業生の皆様は同窓の絆でむ
すばれ、在学生とともに教員一同
忘れることはありません。皆様の
健康と益々のご活躍を心から祈
念しております。新潟にお越しの
際は、ぜひお立ち寄りください。

理学療法学科

近況報告03
言語聴覚学科 准教授 今井 信行

　卒業生の皆さん、こんにちは。言語聴覚学科の近況をお知らせします。
　本年4月に、佐藤克郎教授（耳鼻咽喉科学担当）、加藤梓助手の新任教員2
名が着任されました。教員は13名となり、糟谷学科長を中心に一丸となって学生
教育に取り組んでいます。それから今春の叙勲で、大橋靖名誉教授が瑞宝中綬
章を受賞されました。学科としても、大変喜ばしいニュースでした。
　本学科は3月に8期生を送りだし、卒業生も380名近くとなり、多くの同窓生が、
社会でご活躍されるようになりました。皆
さんが学生時代そうであったように、今
でも臨床実習が一つの大きな関門に
なっています。臨床の厳しさを味わう最
初の機会で、多くの学生がつまずき、悩
み苦しみます。しかし、同じ大学の卒業
生がおられるところは、学生にとってもと
ても心強く思えるようです。これからは、
卒業後5年以上の臨床経験を積まれ、
バイザー資格を有する皆さんの勤務地
で、一人でも多くの本学科学生が実習
できるようになることを期待しています。
これまでの経験を、後輩にも伝えていく
という大役を担っていただけるよう宜しく
お願いします。

言語聴覚学科
近況報告04
　卒業生の皆さん、初めまして。今年の3月より義肢装具自立支援学科に赴任し
てまいりました大沼雅之が近況をお伝え致します。
　3月には、44名の2期生が卒業し、4月には6期生として48人が新たに入学して
きました。学科の教員にも変動があり、学科開設当初から教育ならびに運営に携
わっておられました坂井先生が退職されました。大学院には、劉さん(1期卒業生)
に続き、台湾から張さんと賴さんの2名の留学生を迎かえています。実習では日本
語と英語が混ざり合い、より国際的な学科になってきました。
　4年生は義肢装具施設への臨床実習を終了し、本格的な卒業研究に突入し
ています。他学年は7月末日からの定期
試験を終え、3年生は8月20日から臨床
実習Ⅱで福祉機器・車いすシーティング・
靴などの施設へ、1ヶ月間の実習に向か
いました。福祉用具以外の様々なことに
ついても学んできて欲しいと思います。
　皆さんもご存知のとおり、これからは超
高齢社会を迎え、福祉用具への関心が
高まり、期待も大きくなると思います。そ
の中でこの新潟医療福祉大学の卒業
生は義肢装具と福祉用具の、両方の専
門性を持った新しいPOの先駆者として
頑張っていただきたいと思います。

義肢装具自立支援学科

なでしこＪＡＰＡＮのゴールキーパー・コーチ
前田信弘さんが国民栄誉賞を受賞！
　前田信弘さん（2011年修了生）は、同志社大学を卒業後、プロのサッカー選手（Jリーガー）として活躍さ
れました。アルビレックス新潟に移籍後は選手としてだけでなく、指導者としてもチームに貢献しています。
　その後、日本サッカー協会に所属して全日本の女子サッカー（なでしこJAPAN）のゴールキーパー・コー
チを務めながら、2009年4月に本学の大学院に入学されました。
　大学院在籍中も、なでしこJAPANの数多くの遠征に帯同し、また視察や指導のために全国各地のチー
ムを回るなど多忙でしたが、研究活動にも熱心に取り組み、2011年3月に修士論文を完成させました。大
学院修了の翌年、ワールドカップにおけるなでしこJAPANの優勝の際にも、ゴールキーパー・コーチとして
選手をあらゆる面からサポートし、こうした功績が認められて昨年、国民栄誉賞を受賞されました。また今年
開催されたロンドン五輪の際にも同行されるなど、世界的にご活躍されています。

T O P I C

山本学長を表敬訪問

義肢装具自立支援学科 助教 大沼 雅之



学科近況
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近況報告09
　卒業生のみなさん、それぞれの分野でご活躍のことと思います。私は、昨年4月
に社会福祉学科に赴任してまいりました青木茂と申します。どうぞよろしくお願いし
ます。今回は私から社会福祉学科の近況をご紹介します。社会福祉学科といえ
ば、大学創設以来社会貢献活動を熱心に取り組んできましたが、その伝統は今も
変わることはありません。例えば、昨年度は、東日本大震災で被災された福島県の
皆さんが大勢新潟市北区に避難されました。その避難所運営を社会福祉学科の
学生は5ヵ月にわたり継続して支援してきました。その縁から昨年の9月から本年3
月までの間5回にわたり100名近い学生
が福島県南相馬市鹿島区の応急仮設
住宅を訪問し、被災された皆さんとの交
流を通して孤立の予防とコミュニティ再
生のきっかけづくりをお手伝いしました。
その他、新潟水俣病の患者さんとの交
流も継続しており、本年3月には3年生6
名が熊本県水俣市を訪問し、胎児性水
俣病患者さんと交流を行い、一人ひとり
の人生に涙し、その前向きな生き方に感
動しました。社会福祉学科は座学だけな
く、こうしたフィールドワークを通した学び
をこれからも大切にしていきたいと考えて
います。

　医療情報管理学科は、平成２３年開設以来３年目を迎えます。在籍生は約３００
名を数え順調に推移しています。
　３年目に入り、資格取得に向けた本格的な指導に取り組んでいます。当科の目
指す資格は多岐にわたり学生たちは、自身の能力・適性・将来への希望をふまえ
て目指す資格を選択することになります。診療情報管理士、メディカルクラーク、ド
クターズクラーク、医療情報技師等将来の夢の実現に向け頑張っています。また、
就職に向けた指導も本格的に開始
されています。本学の誇る高就職率
の実現に向け奮闘しています。
　学外実習にこの８月・９月、初めて
取り組んでいます。県立病院・厚生
連病院をはじめとして多数の病院の
ご協力を得て実施されています。学
生の更なる成長が期待されます。
　次年度の完成年度に向け学科と
してその完成度をより高めたいと教
職員一同さらに努力して参る所存で
す。どうか、当科にも暖かいご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

近況報告10
医療情報管理学科 学科長／教授 福島 正巳

社会福祉学科
近況報告05

臨床技術学科 教授 長濱 大輔

　臨床技術学科は、産声を上げてから２年目に入りました。学生数は１年生97
名、２年生98名、そして臨床教育と学内実習の充実を図るために、本年度３名の
専任教員が増員されました。日頃、学生との会話の中から伺える彼らの大きな目標
は、臨床工学技士と臨床検査技師の国家資格の同時取得に他なりません。特に
2年生は専門科目の履修とその実習で、ハードな学生生活が始まりました。そんな
中、学生達は度々開催されるオープンキャンパスやキャンパスツアーにも積極的に
参加して、新しい後輩の誕生に意欲を燃やしています。
　いっぽう教員陣は、学生の教育内容の充実と資質の向上をモットーに努めてお
り、学科会議での活発な討論が当
面する課題をクローズアップしていま
す。それは設備の充実と教員の増員
です。これに対する迅速な対応が、
今後の学科教育のキーポイントにな
ると思われます。現在は授業と学内
実習の諸準備、そして広範囲にわた
る実習病院の許諾に奔走しておりま
す。また、学科設立以来のハワイ大
学との国際交流活動も継続いたし
ております。完成年度まで後2年、私
も学生諸君と一緒に大きな夢を見た
いです。

近況報告06
　卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと存じます。今春卒業した8期生は、管理
栄養士国家試験において、合格率100％達成というすばらしい結果を残してくれ
ました。次年度以降の国家試験に向けても、学生と教員一丸となって取り組んで
いるところです。
　健康栄養学科では、新たに本学大学院修士課程を修了された阿部先生が助
手として着任されました。本学卒業生が、学生指導や学科運営の仕事を担ってい
ただくことは、とても喜ばしいことです。
　さて、今年度から北区農業委員会と連携して「遊休農地再生利用事業」に取り
組んでおります。現在、北区の耕作放棄地を解消するためのモデル事業として、サ
ツマイモや大豆などの農作物を栽培していま
す。その収穫物を調理・加工、イベントを通し
て地域の方 と々交流し、農業の活性化・地域
の活性化を目指しています。将来、管理栄養
士として「食」に携わる学生にとって、食や農
業への理解を深める貴重な経験を重ねてい
るところです。
　最後に、6月17日に初代学科長として健康
栄養学科の礎を築かれた村山篤子先生がお
亡くなりになりました。7月に本学で行われた偲
ぶ会では、卒業生の皆様も多数お越しください
ました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

臨床技術学科

近況報告07
健康スポーツ学科 講師 佐藤 大輔

　健康スポーツ学科の卒業生の皆さん、お元気ですか？本年度は135名の新入
生を迎えることができ、全学生数は490名を超え、一層パワフルな学科になってき
ました。
　本年度はオリンピックイヤーで日本中がスポーツに熱狂していますが、本学の部
活動も負けてはいません。陸上競技部の北信越インカレ完全優勝から始まり、全
日本大学女子駅伝出場決定、バスケットボール部の北信越春季リーグ戦全勝優
勝、サッカー部の総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント出場など素晴らしい
成績を収めています。また、新潟市北区の小学生を対象としたスポーツ教室や高
齢者を対象とした健康運動教室を開講することで、地域の中での存在価値も高
まってきています。
　このように後輩達は、皆さんが開拓してくれ
たフィールドでイキイキと成長してくれていま
す。皆さんの存在は、後輩達にとって何よりの
肥やしになりますので、いつでも帰って来てく
ださい。また、健康スポーツ学科の“今”をお届
けする「健康スポーツ学科オリジナルサイト
（http://www.nuhw-hs.jp/）」もありますの
で、是非、覗いてみてください。
　皆さんの益々のご活躍を期待しています。

近況報告08
看護学科 准教授 宇田 優子

　卒業生の皆様、お元気で御活躍のことと存じます。1期生の皆様、初めまして。
私は1期生が卒業した後の平成22年春に本学にまいりました。地域・在宅領域を
担当しています。さて、看護学科も今年3期生を無事に送り出し、卒業生は245名
になりました。新潟市内の実習病院で卒業生に会うことが増え、学生指導でお世
話になることもあり、教員一同日々成長している卒業生を頼もしく思っています。
　今回は、看護学科での新しい取組みについてご紹介します。SP（模擬患者、模
擬住民）さん参加の演習です。地域看護学分野の演習では「健康教育」「赤ちゃ
んの家庭訪問」、小児看護分野で「2組の母子（0歳、3歳、5歳児）を対象にバイ
タルサイン測定」を実施しました。学生からは「教員と学生同士だけよりも緊張感が
高まり現場に近い演習で勉強になった」、SPさん（新潟市北区住民）からも「学生
と接することはとても楽しいし、役に立てて嬉しい」と大好評でした。今後も工夫し
ながら続けていく予定です。卒業生の皆様か
らも、「このような教え方が良い」など現場を経
験した中から出るアイデアがありましたら、ぜひ
教えてください。そして遊びに来てください、お
待ちしてます。
　最後になりますが、6月に阿部明美先生が
亡くなられた際は、多くの卒業生から弔意の
メッセージが届きました。浄土・天国にいる阿
部先生に届いていることと思います、お礼を申
し上げます。

看護学科

健康栄養学科
健康栄養学科 講師 岩森 大

健康スポーツ学科

医療情報管理学科
社会福祉学科 講師 青木 茂

 福島県南相馬市鹿島区の応急仮設住宅での訪問交流活動

新潟水俣病安田患者の会の皆さんとの交流会

　前回の伍桃だよりに引き続き、福島県人会の活動をお知らせします。
　福島県人会は設立されて丁度１年が経ちます。構成メンバーは福島
県出身者がほとんどですが、他県出身の学生も参加しています。今年の
４月以降の活動としては、４月１１日（木）にお茶会、４月２１日（土）に白山
公園でお花見、８月６日（月）に今後の活動を話し合う会議を行いました。
　お茶会には入学したばかりの１年生多数を含む２９名が自己紹介しな
がら交流を深め、お花見には２７名の学生が参加し、８月の会議では１３
名の学生がレクリェーション企画を発案したり、会に愛称をつける案など
活発な意見が出たりしました。どの会合でも皆いきいきとした表情で同郷
の話などで盛り上がりました。
　県人会には、「学科や学年の枠を超え、同じ出身県の学生が交流して
親睦を深めることにより、学生同士のピアサポートが深まってほしいとい
う思い、将来的には、郷土の保健・医療・福祉・スポーツの発展に寄与し
てほしいという思い」（県人会顧問 健康栄養学科長／教授 斎藤トシ子
先生）が託されています。
　今後の福島県人会の活動に期待したいと思います。

同窓会支援室　加藤　裕之

福島県人会活動報告活動報告

母校は今



学科近況
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近況報告09
　卒業生のみなさん、それぞれの分野でご活躍のことと思います。私は、昨年4月
に社会福祉学科に赴任してまいりました青木茂と申します。どうぞよろしくお願いし
ます。今回は私から社会福祉学科の近況をご紹介します。社会福祉学科といえ
ば、大学創設以来社会貢献活動を熱心に取り組んできましたが、その伝統は今も
変わることはありません。例えば、昨年度は、東日本大震災で被災された福島県の
皆さんが大勢新潟市北区に避難されました。その避難所運営を社会福祉学科の
学生は5ヵ月にわたり継続して支援してきました。その縁から昨年の9月から本年3
月までの間5回にわたり100名近い学生
が福島県南相馬市鹿島区の応急仮設
住宅を訪問し、被災された皆さんとの交
流を通して孤立の予防とコミュニティ再
生のきっかけづくりをお手伝いしました。
その他、新潟水俣病の患者さんとの交
流も継続しており、本年3月には3年生6
名が熊本県水俣市を訪問し、胎児性水
俣病患者さんと交流を行い、一人ひとり
の人生に涙し、その前向きな生き方に感
動しました。社会福祉学科は座学だけな
く、こうしたフィールドワークを通した学び
をこれからも大切にしていきたいと考えて
います。

　医療情報管理学科は、平成２３年開設以来３年目を迎えます。在籍生は約３００
名を数え順調に推移しています。
　３年目に入り、資格取得に向けた本格的な指導に取り組んでいます。当科の目
指す資格は多岐にわたり学生たちは、自身の能力・適性・将来への希望をふまえ
て目指す資格を選択することになります。診療情報管理士、メディカルクラーク、ド
クターズクラーク、医療情報技師等将来の夢の実現に向け頑張っています。また、
就職に向けた指導も本格的に開始
されています。本学の誇る高就職率
の実現に向け奮闘しています。
　学外実習にこの８月・９月、初めて
取り組んでいます。県立病院・厚生
連病院をはじめとして多数の病院の
ご協力を得て実施されています。学
生の更なる成長が期待されます。
　次年度の完成年度に向け学科と
してその完成度をより高めたいと教
職員一同さらに努力して参る所存で
す。どうか、当科にも暖かいご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

近況報告10
医療情報管理学科 学科長／教授 福島 正巳

社会福祉学科
近況報告05

臨床技術学科 教授 長濱 大輔

　臨床技術学科は、産声を上げてから２年目に入りました。学生数は１年生97
名、２年生98名、そして臨床教育と学内実習の充実を図るために、本年度３名の
専任教員が増員されました。日頃、学生との会話の中から伺える彼らの大きな目標
は、臨床工学技士と臨床検査技師の国家資格の同時取得に他なりません。特に
2年生は専門科目の履修とその実習で、ハードな学生生活が始まりました。そんな
中、学生達は度々開催されるオープンキャンパスやキャンパスツアーにも積極的に
参加して、新しい後輩の誕生に意欲を燃やしています。
　いっぽう教員陣は、学生の教育内容の充実と資質の向上をモットーに努めてお
り、学科会議での活発な討論が当
面する課題をクローズアップしていま
す。それは設備の充実と教員の増員
です。これに対する迅速な対応が、
今後の学科教育のキーポイントにな
ると思われます。現在は授業と学内
実習の諸準備、そして広範囲にわた
る実習病院の許諾に奔走しておりま
す。また、学科設立以来のハワイ大
学との国際交流活動も継続いたし
ております。完成年度まで後2年、私
も学生諸君と一緒に大きな夢を見た
いです。

近況報告06
　卒業生の皆様、お元気でご活躍のことと存じます。今春卒業した8期生は、管理
栄養士国家試験において、合格率100％達成というすばらしい結果を残してくれ
ました。次年度以降の国家試験に向けても、学生と教員一丸となって取り組んで
いるところです。
　健康栄養学科では、新たに本学大学院修士課程を修了された阿部先生が助
手として着任されました。本学卒業生が、学生指導や学科運営の仕事を担ってい
ただくことは、とても喜ばしいことです。
　さて、今年度から北区農業委員会と連携して「遊休農地再生利用事業」に取り
組んでおります。現在、北区の耕作放棄地を解消するためのモデル事業として、サ
ツマイモや大豆などの農作物を栽培していま
す。その収穫物を調理・加工、イベントを通し
て地域の方 と々交流し、農業の活性化・地域
の活性化を目指しています。将来、管理栄養
士として「食」に携わる学生にとって、食や農
業への理解を深める貴重な経験を重ねてい
るところです。
　最後に、6月17日に初代学科長として健康
栄養学科の礎を築かれた村山篤子先生がお
亡くなりになりました。7月に本学で行われた偲
ぶ会では、卒業生の皆様も多数お越しください
ました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

臨床技術学科

近況報告07
健康スポーツ学科 講師 佐藤 大輔

　健康スポーツ学科の卒業生の皆さん、お元気ですか？本年度は135名の新入
生を迎えることができ、全学生数は490名を超え、一層パワフルな学科になってき
ました。
　本年度はオリンピックイヤーで日本中がスポーツに熱狂していますが、本学の部
活動も負けてはいません。陸上競技部の北信越インカレ完全優勝から始まり、全
日本大学女子駅伝出場決定、バスケットボール部の北信越春季リーグ戦全勝優
勝、サッカー部の総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント出場など素晴らしい
成績を収めています。また、新潟市北区の小学生を対象としたスポーツ教室や高
齢者を対象とした健康運動教室を開講することで、地域の中での存在価値も高
まってきています。
　このように後輩達は、皆さんが開拓してくれ
たフィールドでイキイキと成長してくれていま
す。皆さんの存在は、後輩達にとって何よりの
肥やしになりますので、いつでも帰って来てく
ださい。また、健康スポーツ学科の“今”をお届
けする「健康スポーツ学科オリジナルサイト
（http://www.nuhw-hs.jp/）」もありますの
で、是非、覗いてみてください。
　皆さんの益々のご活躍を期待しています。

近況報告08
看護学科 准教授 宇田 優子

　卒業生の皆様、お元気で御活躍のことと存じます。1期生の皆様、初めまして。
私は1期生が卒業した後の平成22年春に本学にまいりました。地域・在宅領域を
担当しています。さて、看護学科も今年3期生を無事に送り出し、卒業生は245名
になりました。新潟市内の実習病院で卒業生に会うことが増え、学生指導でお世
話になることもあり、教員一同日々成長している卒業生を頼もしく思っています。
　今回は、看護学科での新しい取組みについてご紹介します。SP（模擬患者、模
擬住民）さん参加の演習です。地域看護学分野の演習では「健康教育」「赤ちゃ
んの家庭訪問」、小児看護分野で「2組の母子（0歳、3歳、5歳児）を対象にバイ
タルサイン測定」を実施しました。学生からは「教員と学生同士だけよりも緊張感が
高まり現場に近い演習で勉強になった」、SPさん（新潟市北区住民）からも「学生
と接することはとても楽しいし、役に立てて嬉しい」と大好評でした。今後も工夫し
ながら続けていく予定です。卒業生の皆様か
らも、「このような教え方が良い」など現場を経
験した中から出るアイデアがありましたら、ぜひ
教えてください。そして遊びに来てください、お
待ちしてます。
　最後になりますが、6月に阿部明美先生が
亡くなられた際は、多くの卒業生から弔意の
メッセージが届きました。浄土・天国にいる阿
部先生に届いていることと思います、お礼を申
し上げます。

看護学科

健康栄養学科
健康栄養学科 講師 岩森 大

健康スポーツ学科

医療情報管理学科
社会福祉学科 講師 青木 茂

 福島県南相馬市鹿島区の応急仮設住宅での訪問交流活動

新潟水俣病安田患者の会の皆さんとの交流会

　前回の伍桃だよりに引き続き、福島県人会の活動をお知らせします。
　福島県人会は設立されて丁度１年が経ちます。構成メンバーは福島
県出身者がほとんどですが、他県出身の学生も参加しています。今年の
４月以降の活動としては、４月１１日（木）にお茶会、４月２１日（土）に白山
公園でお花見、８月６日（月）に今後の活動を話し合う会議を行いました。
　お茶会には入学したばかりの１年生多数を含む２９名が自己紹介しな
がら交流を深め、お花見には２７名の学生が参加し、８月の会議では１３
名の学生がレクリェーション企画を発案したり、会に愛称をつける案など
活発な意見が出たりしました。どの会合でも皆いきいきとした表情で同郷
の話などで盛り上がりました。
　県人会には、「学科や学年の枠を超え、同じ出身県の学生が交流して
親睦を深めることにより、学生同士のピアサポートが深まってほしいとい
う思い、将来的には、郷土の保健・医療・福祉・スポーツの発展に寄与し
てほしいという思い」（県人会顧問 健康栄養学科長／教授 斎藤トシ子
先生）が託されています。
　今後の福島県人会の活動に期待したいと思います。

同窓会支援室　加藤　裕之

福島県人会活動報告活動報告

母校は今



大学 TOP ICS

6月15日（金）、「弁当の日」の様子がテレビ放映されました。
　5月29日(火)、健康栄養学科在学生並びに教員が集
まり、「弁当の日」が実施され、その取り組みが、6月15日
(金)、BSN新潟放送の金曜パラダイス番組「お弁当探
検隊」というコーナーで放映されました。
　「弁当の日」とは、2001年、香川県の小学校で当時校
長先生だった竹下先生が始めたもので、『子どもたちの家
庭がもっと良くなり、悲しい事件や現象を減らしていける
一つの方法』として、全国に提案されたものです。
　「弁当の日」では、献立作り・買い出し・調理・弁当詰
め・片づけまで、全部やるのは自分自身で、決して弁当に
ついての評価などはせず、早朝に台所に一人で立つこと
に大きな意味があるということを主眼にした取り組みで
す。健康栄養学科が行っている「弁当の日」の取り組み
は、今年で4年目を迎えますが、今回は「彼氏・彼女に
作ってあげたいお弁当」というテーマで、栄養面や見た目
(盛り付け・食材選び)など、各学生の想いやこだわりが
たっぷり詰まったお弁当が並べられました。
　主食（ご飯類）は教員の担当で、主菜・副菜（おかず類）
を学生が担当し、教員はもちろん、管理栄養士を目指して

TOPICS
01

TOPICS
03

いる学生の持ち寄った「おかず」は、どれも好評でした。
　このような「弁当の日」を継続することは、「周りに温か
い波紋が広がる」「友達や家族の笑顔に会える」「友達や
家族とのコミュニケーションが広がる」「家族や畜産漁業
農家の人に感謝の心が芽生える」「思考力、工夫力、技
術力アップにつながる」「自分に自信が持てる」「食べ物
の向こう側（社会と未来）が見えてくる」という、素晴らしい
効果を生み出すことが分かり、全国でも共感の輪をつな
ぎ、現在では、全国の小・中・高・大学、約500校が「弁当
の日」を実施するまでになりました。
　本学でも、健康栄養学科の学生と教員で「弁当の日」
を実施していますが、今後は、全学科の学生、教職員にも
広め、一人でも多くの学生が、楽しく充実したキャンパスラ
イフが送れるようにしていければと思っております。
　食べ物を介して、学生や教員、親、地域とつながるこの
試みが、どんどん拡がっていくことを期待しています。

　3月14日（水）、新潟市朱鷺メッセにて「平成23年度
新潟医療福祉大学卒業式・大学院修了式」が実施され
ました。
　今回の卒業式では、607名の学部生と大学院生20
名がこの日を迎えることができました。山本正治学長から
各学科代表へ学位記が手渡され、学業成績優秀者や、
団体・個人の課外活動・社会活動において優れた成績・
功績を残した学生が表彰を受けました。卒業生を代表し
て義肢装具自立支援学科　関川且行さんより誓いの言
葉が述べられ、社会福祉学科　桐山渉さんより卒業生
からの記念品（記念樹とハンドドライヤー）目録が山本学長
へ手渡されました。
　式の最後には、吹奏楽部による記念演奏が行われ、
荘厳な空気に包まれました。

健康栄養学科

講演会「日本とデンマークの医療・福祉はここが違う」開催報告
　6月28日（木）、本学にて、社会福祉学科主催の講演
会が開催され、デンマーク、ユーロ・ジャパン・コミュニケー
ション社社長の小島ブンゴード孝子氏に、「日本とデン
マークの医療・福祉はここが違う」についてご講演をいた
だきました。社会福祉学科をはじめ多くの教職員、在学生
が参加し、大変興味深いお話を聞かせていただきました。
　福祉先進国デンマークは、「世界一幸福度の高い国」
として今注目を集めている国であり、小島ブンゴード孝子
氏は、長年にわたるデンマーク生活の経験を活かし、福祉
先進国デンマークの背後にある人々の生き方･働き方･
老い方などの目に見えにくい部分を、日本各地での講演
活動やデンマークでの研修を通して日本に発信し続けて
おられます。
　今回の講演会では、デンマークの教育や医療、福祉
の制度についてお話いただきました。税制や国民の考え
方、生活様式など日本では理想であると考えられながら
もなかなか実現できていないことが、デンマークでは実行
されており、在学生は小島氏のお話に引き込まれていた
ようでした。
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　また、「日本はどのような医療・福祉のあり方を目指すの
か？」という問いも投げかけていただき、講演でお話いただ
いたデンマークの姿を真似るだけでなく日本にとってどの
ような医療・福祉が必要であるかを考える良い機会となり
ました。
　今後2月には小島氏にコーディネートしていただき、第2
回目のデンマークへの海外研修が実施される予定です。
　社会福祉学科は、今後も社会福祉士、精神保健福祉
士、介護福祉士をはじめとし、現代社会が抱える多様な
福祉課題を解決できるソーシャルワーク専門職の育成に
尽力して参ります。

社会福祉学科

>>健康栄養学科の詳細はこちら
http://www.nuhw.ac.jp/faculty/health/hn/index.html

http://www.nuhw.ac.jp/faculty/welfare/sw/index.html

>>社会福祉学科の詳細はこちら

http://www.eurojapancom.jp/jp/index.html

>>デンマーク、ユーロ・ジャパン・コミュニケーション社の詳細はこちら

卒業式・大学院修了式
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　4月9日（月）、新潟市朱鷺メッセにて「平成24年度新潟医療
福祉大学入学式」が挙行されました。
　全4学部10学科体制で迎えた今回の入学式では、学部生
835名、修士課程36名、博士後期課程9名の合計880名の
入学が許可されました。新入生より誓いの言葉が述べられ、新
たなスタートを迎え、希望に満ちた雰囲気の中、式を終えること
ができました。

入学式
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　6月20日（水）学内で新潟医療福祉大学名誉教授称
号授与式が開催されました。
髙橋榮明前学長、米林喜男前副学長/前社会福祉学
部長、小田切毅一前学生部長/健康スポーツ学科元教授、
本間千代子看護学科元教授の4名に、これまでの教育
及び学術研究活動の顕著な功績を称え、名誉教授の
称号が授与されました。
　授与式と共に記念撮影も行われ、盛大なうちに終了
致しました。

名誉教授称号授与式

「スポーツ・運動生理学概説」
推薦書籍 健康スポーツ学科長/教授 丸山敦夫

山地啓司・大築立志・田中宏暁　編著
明和出版　2011年3月　値段2,940円

　本書は、２０１１年に出版されたスポーツ、運動生理学の本としては比較的新しい情報が取り入れられた本
です。８月にあったロンドンオリンピックでの日本人の活躍は選手本人、指導者、そのスタッフの努力は当然のこ
とながら、日本のスポーツ医科学の著しい発展とそれを実践に移すための環境整備が融合して成し得た成果
でもあると思います。この本は競技スポーツや健康づくりの科学的根拠となる人体生理学とスポーツ・運動の
関係を最先端の情報を入れて解説しています。スポーツ・運動の専門家はもちろんですが、スポーツ医科学に
興味のある方にも推薦します。

〔新潟医療福祉大学ホームページ掲載記事より〕

〔新潟医療福祉大学ホームページ掲載記事より〕
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大学 TOP ICS

6月15日（金）、「弁当の日」の様子がテレビ放映されました。
　5月29日(火)、健康栄養学科在学生並びに教員が集
まり、「弁当の日」が実施され、その取り組みが、6月15日
(金)、BSN新潟放送の金曜パラダイス番組「お弁当探
検隊」というコーナーで放映されました。
　「弁当の日」とは、2001年、香川県の小学校で当時校
長先生だった竹下先生が始めたもので、『子どもたちの家
庭がもっと良くなり、悲しい事件や現象を減らしていける
一つの方法』として、全国に提案されたものです。
　「弁当の日」では、献立作り・買い出し・調理・弁当詰
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(盛り付け・食材選び)など、各学生の想いやこだわりが
たっぷり詰まったお弁当が並べられました。
　主食（ご飯類）は教員の担当で、主菜・副菜（おかず類）
を学生が担当し、教員はもちろん、管理栄養士を目指して
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だきました。社会福祉学科をはじめ多くの教職員、在学生
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　福祉先進国デンマークは、「世界一幸福度の高い国」
として今注目を集めている国であり、小島ブンゴード孝子
氏は、長年にわたるデンマーク生活の経験を活かし、福祉
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されており、在学生は小島氏のお話に引き込まれていた
ようでした。
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致しました。
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とながら、日本のスポーツ医科学の著しい発展とそれを実践に移すための環境整備が融合して成し得た成果
でもあると思います。この本は競技スポーツや健康づくりの科学的根拠となる人体生理学とスポーツ・運動の
関係を最先端の情報を入れて解説しています。スポーツ・運動の専門家はもちろんですが、スポーツ医科学に
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強化クラブ活動紹介

　新潟医療福祉学会は、平成13年の発足と同
時に毎年学術集会を開催し、保健、医療、福祉の
各分野の研究と連携の発展のために活動してお
ります。今年度は平成24年10月20日、新潟医療
福祉大学を会場として、第12回新潟医療福祉学
会学術集会を開催いたします。今年度の学術集
会では本大会は「保健・医療・福祉・スポーツにお
けるITの活用可能性」をテーマとし、特別講演およ
び（三者シンポジウム）を通して、世界のいずれの
国も経験したことのない超高齢社会の到来、医療
の高度化および国民ニーズの多様化への対応、
そして昨年の大震災によって明らかにされた医療
システムの脆弱性等々に対するリスク管理に焦点
をあわせて議論を深めたいと考えています。
　また、例年どおり一般演題も広く募集いたしま
す。学術集会を活発な発表と議論の場とすること
で、保健、医療、福祉の発展に寄与したいと願って
おります。

第1２回 新潟医療福祉学会学術集会のご案内

平成24年10月20日（土）

山本正治  新潟医療福祉大学 学長

日 程

新潟医療福祉大学 大講堂（A棟3F） 口頭発表 特別講演、鼎談
GA棟2F 203実習室 ポスターセッション

会 場

会 頭

「医療情報からみた病院の現状と今後の展望」
赤澤宏平 新潟大学医歯学総合病院 医療情報部 教授

特別講演

病院における医療情報管理の動向について
　　　　　　 －新潟県の立ち位置を考える－ 

鼎 談
（ていだん）

保健・医療・福祉・スポーツにおけるITの活用可能性大会テーマ

事務局 新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 医療情報管理学科　〒950-3198 新潟市北区島見町1398番地 TEL(025)257-4455（代）

9:30
10:00

10:10～11:00
11:30～12:00
12:00～12:50
12:50～13:40
13:50～16:00
16:00
16:15

受付開始
開会式
会頭挨拶
大会長挨拶
一般演題 (5題)
総　　会
ポスターセッション
特別講演
鼎    談
会頭賞・奨励賞表彰
閉会式
大会長挨拶

プログラム

１．新潟県における医療情報管理の現状について 

瀧口 徹 医療情報管理学科 教授

２．医療の質の向上に貢献できるしくみとは？

赤澤 宏平 新潟大学医歯学総合病院 医療情報部 教授

３．診療情報の標準化とこれからの診療情報管理士の役割

麻生 玲子 健康保険医療情報総合研究所
　　　　　 DPCセンター、データマメジメントセンター
　　　　　 ゼネラルマネージャー

陸上競技部 バスケットボール部

●第57回新潟日報杯（7.7～7.8）第3位

●第57回新潟日報杯（7.7～7.8）第3位

男子

●第46回笹本杯争奪北信越学生
　バスケットボール春季リーグ戦
　全勝優勝（5.3～5）

女子

サッカー部
●2012年度北信越学生サッカー選手権大会 兼 第36回総理大臣杯全日本大学サッカー　トーナメント北信越大会 準優勝
●2012年度　大学サッカートーナメント総理大臣杯大会　1回戦敗退
　［7月8日（日）新潟医療福祉大学　０（0-2、0-2）４ 福岡大学（九州第１代表）］
●新潟県サッカーリーグ１部（途中結果）　　　　 6位：２勝２敗
●新潟県サッカースーパーリーグ（途中結果）　　 1位：2勝0敗
●天皇杯新潟県予選　ベスト4進出

●全日本女子サッカー選手権 新潟県大会 優勝
●2012北信越Ligat　Student（予選終了）　1位：5勝女子

水泳部

大友瑛史　健康スポ3年　２００mバタフライ　予選　2分02秒43
山口紗季　健康スポ２年　５０m自由形　　　 予選　27秒27
松井浩亮　理学1年　　　５０m自由形　　　 予選　23秒46（自己ベスト更新）

オリンピック選考会第86回北信越学生陸上競技対抗選手権大会

2012日本学生陸上競技個人選手権大会（Shonan BMWスタジアム平塚）

大木佑馬　１００m背泳ぎ　58”72　　予選敗退
髙田恭兵　  ５０m背泳ぎ　26”90　　予選敗退

ジャパンオープン

男子

5月19日（土）～20日（日）／福井県営陸上競技場

男子
種　目 名　前 学科・学年 タイム 順　位 備　考

1位 
3位 
1位 
2位 
2位 
4位 
6位 
2位 
5位 
8位 
2位 
3位 
5位 
1位 
4位 
5位 
1位 
3位 
5位 
4位 
7位 
2位 
7位 
1位 

2位 

6位 
8位 
1位 
2位 
3位 
1位
6位 
1位 
3位 
7位 
1位 
5位 

10"65（+1.7）
10"71（+1.7）
21"17（+2.7）
21"52（+2.7）
49"21
49"86
50"11
1'56"59
1'59"37
3'00"44
4'05"98
4'06"99
4'08"13
15'06"98
15'24"40
15'24"84
31'50"06
31'55"29
32'21"36
14"60（+2.0）
55"12
9'17"67
9'57"19
41"23

3'16"89

1m80（+1.9）
6m95
12m58
11m88
11m87
50m23
35m58
50m41
48m12
42m61
64m13
52m32

健スポ2 
健スポ3
健スポ2
健スポ3
健スポ3
健スポ2
健スポ1
健スポ2
健スポ4
健スポ1
健スポ4
健スポ2
健スポ3
大学院2
健スポ3
健スポ4
大学院2
健スポ4
健スポ3
健スポ4
健スポ3
健スポ3
臨床2

    
健スポ4
健スポ3
大学院1
健スポ1
健スポ4
大学院1
健スポ4
健スポ4
健スポ1
大学院1
健スポ4
健スポ2

100m

200m

400m

800m

1500m

5000m

10000m

110mH
400mH
3000mSC

4×100mR

4×400mR

走高跳
走幅跳
砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

大会新記録

種　目 名　前 学科・学年 タイム 順　位 備　考
永井　佳織
伊藤　優恵
吉田　皆実
伊藤　優恵
吉田　皆実
内山　栞
相羽　梨乃
俵田　梨恵
松原　ゆか
堀内　曜子
柴澤　真南美
斉藤　友香
柴澤　真南美
堀内　曜子
徳田　はな
山口　絢芽
徳田　はな
内山　栞
植木　夏海
内山・永井
伊藤・吉田
伊藤・徳田
内山・吉田
有賀　楓子
永井　佳織
藤井　美咲
坂爪　絵里奈
拝野　紗生子
髙橋　怜美
山本　結香
大野　果穂
髙橋　怜美
拝野　紗生子
大野　果穂
髙橋　怜美
山本　結香
小林　優
大関　奏

2位
4位
3位
4位
1位
4位
4位
7位
6位
3位
6位
8位
3位
4位
2位
7位
1位
3位
7位
2位

1位

2位
2位
7位
8位
2位
6位
8位
1位
7位
1位
5位
7位
4位
6位
4位

12"27（+2.5）
12"45（+2.5）
25"52（+4.0）
25"63（+4.0）
57"27
59"32
2'26"68
2'28"69
5'02"23
19'16"60
19'42"29
19'49"27
40'08"32
41'15"92
14"62（+1.9）
18"12（+1.9）
62"11
64"56
66"70
48"66

3'53"73

1m59
5m72（+1.7）
4m89（+2.0）
4m81（+1.6）
11m49
9m80
9m20
39m38
31m27
41m79
29m00
25m15
38m53
33m75
3829点

健スポ2 
健スポ1
健スポ1
健スポ1
健スポ1
看護3
健スポ1
健スポ2
栄養3
大学院2
健スポ4
健スポ4
健スポ4
大学院2
義肢装具1
社福1
義肢装具1
看護3
理学2

健スポ1
健スポ2
健スポ1
健スポ4
理学3
健スポ1
健スポ1
健スポ2
健スポ1
理学3
健スポ2
健スポ1
健スポ1
健スポ2
理学1

100m

200m

400m

800m

1500m
5000m

10000m

110mH

400mH

4×100mR

4×400mR

走高跳
走幅跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投拝

やり投

七種競技

北信越学生新記録

総合 203点 優勝
トラック 139点 優勝
フィールド    64点 優勝

●100m、200m［山﨑勇哉（健スポ2）］
●5000m、10000m［中澤翔（大学院2）］
●4×100mR

●砲丸投、円盤投［土田祥太（大学院1）］
●ハンマー投［佐藤翔（健スポ4）］
●やり投［長岡健太（健スポ4）］

この結果各種目の1位は9月に行われる日本インカレに出場権を獲得

優秀選手に土田祥太（大学院1）が選出 
総合 171点 優勝
トラック 108点 優勝
フィールド   58点 優勝

●400m［吉田皆実（健スポ1）］
●400mH［徳田はな（義肢装具1）］
●4×400mR

●円盤投［大野果穂（健スポ2）］
●ハンマー投［拝野紗生子（理学3）］

この結果各種目の1位は9月に行われる日本インカレに出場権を獲得

最優秀選手に徳田はな（義肢装具1）が選出 

女子

山﨑　勇哉 
木原　真人 
山﨑　勇哉 
木原　真人 
田村　大樹 
大滝　翔太朗
福島　滉一
斉藤　貴広
志和　秀文
福島　滉一
深海　翼
原　悠輔
清宮　宏一
中澤　翔
杵鞭　甲斐
深海　翼
中澤　翔
田村　拓実
杵鞭　甲斐
冨樫　弘平
石崎　泰裕
小林　聖弥
大塚　祐也
木原・山崎
山川・吉本
三平・大滝
長谷川・田村
中山　輔
須佐　晨
土田　祥太
菅原　皓太
長岡　健太
土田　祥太
長岡　健太
佐藤　翔
菅原　皓太
土田　祥太
長岡　健太
上原　吉詞

開催日：6月22日（金）～24日（日）　6名出場

●土田翔太（円盤投）：大学院1年 5位　全国入賞
●徳田はな（400mH）：義肢装具1年 準決勝進出（ベスト16）
●小林聖弥（3000mSC）：健スポ3年 19位
●冨樫弘平（110mH）：健スポ4年 予選敗退
●吉田皆美（200m、400m）：健スポ1年 予選敗退
●有賀楓子（走高跳）：健スポ1年 予選敗退

第66回新潟県陸上競技選手権大会
開催日：6月22日（金）～24日（日）

優勝
●山﨑勇弥（100m）：健スポ2年※
●田村大樹（400m）：健スポ3年※

●4×100mR
●4×400mR

●永井佳織（走幅跳）：健スポ2年※
●大関奏（七種競技）：理学1年

※新潟日報に写真、コメントが掲載されました。（資料1）その他、入賞者多数排出。

第30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　
北信越予選会（東北電力ビッグスワンスタジアム）　開催日：7月21日（土）

1位　新潟医療福祉大学　初優勝、本大会初出場
2位　信州大学
3位　新潟大学

秩父宮賜杯第44回全日本大学駅伝対校選手権大会
北信越予選会（東北電力ビッグスワンスタジアム）

1位　信州大学
2位　新潟大学
3位　新潟医療福祉大学

第34回北日本学生陸上競技対校選手権大会（仙台市陸上競技場）
開催日：7月27日（金）～29日（日）

●土田翔太（円盤投）：大学院1年 優勝
●佐藤翔（ハンマー投）：健スポ4年 優勝
●杵鞭甲斐（10000m）：健スポ3年 2位
●冨樫弘平（110mH）：健スポ4年 3位
●小林聖弥（3000mSC）：健スポ3年 3位
●菅原皓太（ハンマー投）健スポ1年 3位

●4×400mR 3位
●木原真人（100m）：健スポ3年 4位
●田村大樹（400m）：健スポ3年 4位
●山川宗一郎（200m）：健スポ1年 4位
●長岡健太（やり投）：健スポ4年 6位

上位2校が
出場権獲得

男子

●堀内曜子（5000m）：大学院2年 2位
●永井佳織（走幅跳）：健スポ2年 2位
●有賀楓子（走高跳）：健スポ1年 2位
●4×100mR 3位

●堀内曜子（1500m）：大学院2年 4位
●山本結香（やり投）：健スポ1年 5位
●吉田皆美（200m）：健スポ1年 7位

女子

12G o t o D a y o r i11 G o t o D a y o r i

母校は今



強化クラブ活動紹介

　新潟医療福祉学会は、平成13年の発足と同
時に毎年学術集会を開催し、保健、医療、福祉の
各分野の研究と連携の発展のために活動してお
ります。今年度は平成24年10月20日、新潟医療
福祉大学を会場として、第12回新潟医療福祉学
会学術集会を開催いたします。今年度の学術集
会では本大会は「保健・医療・福祉・スポーツにお
けるITの活用可能性」をテーマとし、特別講演およ
び（三者シンポジウム）を通して、世界のいずれの
国も経験したことのない超高齢社会の到来、医療
の高度化および国民ニーズの多様化への対応、
そして昨年の大震災によって明らかにされた医療
システムの脆弱性等々に対するリスク管理に焦点
をあわせて議論を深めたいと考えています。
　また、例年どおり一般演題も広く募集いたしま
す。学術集会を活発な発表と議論の場とすること
で、保健、医療、福祉の発展に寄与したいと願って
おります。

第1２回 新潟医療福祉学会学術集会のご案内

平成24年10月20日（土）

山本正治  新潟医療福祉大学 学長

日 程

新潟医療福祉大学 大講堂（A棟3F） 口頭発表 特別講演、鼎談
GA棟2F 203実習室 ポスターセッション

会 場

会 頭

「医療情報からみた病院の現状と今後の展望」
赤澤宏平 新潟大学医歯学総合病院 医療情報部 教授

特別講演

病院における医療情報管理の動向について
　　　　　　 －新潟県の立ち位置を考える－ 

鼎 談
（ていだん）

保健・医療・福祉・スポーツにおけるITの活用可能性大会テーマ

事務局 新潟医療福祉大学 医療経営管理学部 医療情報管理学科　〒950-3198 新潟市北区島見町1398番地 TEL(025)257-4455（代）

9:30
10:00

10:10～11:00
11:30～12:00
12:00～12:50
12:50～13:40
13:50～16:00
16:00
16:15

受付開始
開会式
会頭挨拶
大会長挨拶
一般演題 (5題)
総　　会
ポスターセッション
特別講演
鼎    談
会頭賞・奨励賞表彰
閉会式
大会長挨拶

プログラム

１．新潟県における医療情報管理の現状について 

瀧口 徹 医療情報管理学科 教授

２．医療の質の向上に貢献できるしくみとは？

赤澤 宏平 新潟大学医歯学総合病院 医療情報部 教授

３．診療情報の標準化とこれからの診療情報管理士の役割

麻生 玲子 健康保険医療情報総合研究所
　　　　　 DPCセンター、データマメジメントセンター
　　　　　 ゼネラルマネージャー

陸上競技部 バスケットボール部

●第57回新潟日報杯（7.7～7.8）第3位

●第57回新潟日報杯（7.7～7.8）第3位

男子

●第46回笹本杯争奪北信越学生
　バスケットボール春季リーグ戦
　全勝優勝（5.3～5）

女子

サッカー部
●2012年度北信越学生サッカー選手権大会 兼 第36回総理大臣杯全日本大学サッカー　トーナメント北信越大会 準優勝
●2012年度　大学サッカートーナメント総理大臣杯大会　1回戦敗退
　［7月8日（日）新潟医療福祉大学　０（0-2、0-2）４ 福岡大学（九州第１代表）］
●新潟県サッカーリーグ１部（途中結果）　　　　 6位：２勝２敗
●新潟県サッカースーパーリーグ（途中結果）　　 1位：2勝0敗
●天皇杯新潟県予選　ベスト4進出

●全日本女子サッカー選手権 新潟県大会 優勝
●2012北信越Ligat　Student（予選終了）　1位：5勝女子

水泳部

大友瑛史　健康スポ3年　２００mバタフライ　予選　2分02秒43
山口紗季　健康スポ２年　５０m自由形　　　 予選　27秒27
松井浩亮　理学1年　　　５０m自由形　　　 予選　23秒46（自己ベスト更新）

オリンピック選考会第86回北信越学生陸上競技対抗選手権大会

2012日本学生陸上競技個人選手権大会（Shonan BMWスタジアム平塚）

大木佑馬　１００m背泳ぎ　58”72　　予選敗退
髙田恭兵　  ５０m背泳ぎ　26”90　　予選敗退

ジャパンオープン

男子

5月19日（土）～20日（日）／福井県営陸上競技場

男子
種　目 名　前 学科・学年 タイム 順　位 備　考

1位 
3位 
1位 
2位 
2位 
4位 
6位 
2位 
5位 
8位 
2位 
3位 
5位 
1位 
4位 
5位 
1位 
3位 
5位 
4位 
7位 
2位 
7位 
1位 

2位 

6位 
8位 
1位 
2位 
3位 
1位
6位 
1位 
3位 
7位 
1位 
5位 

10"65（+1.7）
10"71（+1.7）
21"17（+2.7）
21"52（+2.7）
49"21
49"86
50"11
1'56"59
1'59"37
3'00"44
4'05"98
4'06"99
4'08"13
15'06"98
15'24"40
15'24"84
31'50"06
31'55"29
32'21"36
14"60（+2.0）
55"12
9'17"67
9'57"19
41"23

3'16"89

1m80（+1.9）
6m95
12m58
11m88
11m87
50m23
35m58
50m41
48m12
42m61
64m13
52m32

健スポ2 
健スポ3
健スポ2
健スポ3
健スポ3
健スポ2
健スポ1
健スポ2
健スポ4
健スポ1
健スポ4
健スポ2
健スポ3
大学院2
健スポ3
健スポ4
大学院2
健スポ4
健スポ3
健スポ4
健スポ3
健スポ3
臨床2

    
健スポ4
健スポ3
大学院1
健スポ1
健スポ4
大学院1
健スポ4
健スポ4
健スポ1
大学院1
健スポ4
健スポ2

100m

200m

400m

800m

1500m

5000m

10000m

110mH
400mH
3000mSC

4×100mR

4×400mR

走高跳
走幅跳
砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

大会新記録

種　目 名　前 学科・学年 タイム 順　位 備　考
永井　佳織
伊藤　優恵
吉田　皆実
伊藤　優恵
吉田　皆実
内山　栞
相羽　梨乃
俵田　梨恵
松原　ゆか
堀内　曜子
柴澤　真南美
斉藤　友香
柴澤　真南美
堀内　曜子
徳田　はな
山口　絢芽
徳田　はな
内山　栞
植木　夏海
内山・永井
伊藤・吉田
伊藤・徳田
内山・吉田
有賀　楓子
永井　佳織
藤井　美咲
坂爪　絵里奈
拝野　紗生子
髙橋　怜美
山本　結香
大野　果穂
髙橋　怜美
拝野　紗生子
大野　果穂
髙橋　怜美
山本　結香
小林　優
大関　奏

2位
4位
3位
4位
1位
4位
4位
7位
6位
3位
6位
8位
3位
4位
2位
7位
1位
3位
7位
2位

1位

2位
2位
7位
8位
2位
6位
8位
1位
7位
1位
5位
7位
4位
6位
4位

12"27（+2.5）
12"45（+2.5）
25"52（+4.0）
25"63（+4.0）
57"27
59"32
2'26"68
2'28"69
5'02"23
19'16"60
19'42"29
19'49"27
40'08"32
41'15"92
14"62（+1.9）
18"12（+1.9）
62"11
64"56
66"70
48"66

3'53"73

1m59
5m72（+1.7）
4m89（+2.0）
4m81（+1.6）
11m49
9m80
9m20
39m38
31m27
41m79
29m00
25m15
38m53
33m75
3829点

健スポ2 
健スポ1
健スポ1
健スポ1
健スポ1
看護3
健スポ1
健スポ2
栄養3
大学院2
健スポ4
健スポ4
健スポ4
大学院2
義肢装具1
社福1
義肢装具1
看護3
理学2

健スポ1
健スポ2
健スポ1
健スポ4
理学3
健スポ1
健スポ1
健スポ2
健スポ1
理学3
健スポ2
健スポ1
健スポ1
健スポ2
理学1

100m

200m

400m

800m

1500m
5000m

10000m

110mH

400mH

4×100mR

4×400mR

走高跳
走幅跳

砲丸投

円盤投

ハンマー投拝

やり投

七種競技

北信越学生新記録

総合 203点 優勝
トラック 139点 優勝
フィールド    64点 優勝

●100m、200m［山﨑勇哉（健スポ2）］
●5000m、10000m［中澤翔（大学院2）］
●4×100mR

●砲丸投、円盤投［土田祥太（大学院1）］
●ハンマー投［佐藤翔（健スポ4）］
●やり投［長岡健太（健スポ4）］

この結果各種目の1位は9月に行われる日本インカレに出場権を獲得

優秀選手に土田祥太（大学院1）が選出 
総合 171点 優勝
トラック 108点 優勝
フィールド   58点 優勝

●400m［吉田皆実（健スポ1）］
●400mH［徳田はな（義肢装具1）］
●4×400mR

●円盤投［大野果穂（健スポ2）］
●ハンマー投［拝野紗生子（理学3）］

この結果各種目の1位は9月に行われる日本インカレに出場権を獲得

最優秀選手に徳田はな（義肢装具1）が選出 

女子

山﨑　勇哉 
木原　真人 
山﨑　勇哉 
木原　真人 
田村　大樹 
大滝　翔太朗
福島　滉一
斉藤　貴広
志和　秀文
福島　滉一
深海　翼
原　悠輔
清宮　宏一
中澤　翔
杵鞭　甲斐
深海　翼
中澤　翔
田村　拓実
杵鞭　甲斐
冨樫　弘平
石崎　泰裕
小林　聖弥
大塚　祐也
木原・山崎
山川・吉本
三平・大滝
長谷川・田村
中山　輔
須佐　晨
土田　祥太
菅原　皓太
長岡　健太
土田　祥太
長岡　健太
佐藤　翔
菅原　皓太
土田　祥太
長岡　健太
上原　吉詞

開催日：6月22日（金）～24日（日）　6名出場

●土田翔太（円盤投）：大学院1年 5位　全国入賞
●徳田はな（400mH）：義肢装具1年 準決勝進出（ベスト16）
●小林聖弥（3000mSC）：健スポ3年 19位
●冨樫弘平（110mH）：健スポ4年 予選敗退
●吉田皆美（200m、400m）：健スポ1年 予選敗退
●有賀楓子（走高跳）：健スポ1年 予選敗退

第66回新潟県陸上競技選手権大会
開催日：6月22日（金）～24日（日）

優勝
●山﨑勇弥（100m）：健スポ2年※
●田村大樹（400m）：健スポ3年※

●4×100mR
●4×400mR

●永井佳織（走幅跳）：健スポ2年※
●大関奏（七種競技）：理学1年

※新潟日報に写真、コメントが掲載されました。（資料1）その他、入賞者多数排出。

第30回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　
北信越予選会（東北電力ビッグスワンスタジアム）　開催日：7月21日（土）

1位　新潟医療福祉大学　初優勝、本大会初出場
2位　信州大学
3位　新潟大学

秩父宮賜杯第44回全日本大学駅伝対校選手権大会
北信越予選会（東北電力ビッグスワンスタジアム）

1位　信州大学
2位　新潟大学
3位　新潟医療福祉大学

第34回北日本学生陸上競技対校選手権大会（仙台市陸上競技場）
開催日：7月27日（金）～29日（日）

●土田翔太（円盤投）：大学院1年 優勝
●佐藤翔（ハンマー投）：健スポ4年 優勝
●杵鞭甲斐（10000m）：健スポ3年 2位
●冨樫弘平（110mH）：健スポ4年 3位
●小林聖弥（3000mSC）：健スポ3年 3位
●菅原皓太（ハンマー投）健スポ1年 3位

●4×400mR 3位
●木原真人（100m）：健スポ3年 4位
●田村大樹（400m）：健スポ3年 4位
●山川宗一郎（200m）：健スポ1年 4位
●長岡健太（やり投）：健スポ4年 6位

上位2校が
出場権獲得

男子

●堀内曜子（5000m）：大学院2年 2位
●永井佳織（走幅跳）：健スポ2年 2位
●有賀楓子（走高跳）：健スポ1年 2位
●4×100mR 3位

●堀内曜子（1500m）：大学院2年 4位
●山本結香（やり投）：健スポ1年 5位
●吉田皆美（200m）：健スポ1年 7位

女子

12G o t o D a y o r i11 G o t o D a y o r i

母校は今
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I n f o r m a t i o n

保健学専攻（理学療法学分野、作業療法学分野、言語聴覚学分野、義肢装具自立支援学分野）

健康科学専攻（健康栄養学分野、健康スポーツ学分野、看護学分野）

社会福祉学専攻（保健医療福祉政策・計画・運営分野、保健医療福祉マネジメント学分野）

心身機能学領域

福祉人間工学領域

地域・国際保健福祉学領域

新潟医療福祉大学  大学院入試事務室 〒950-3198  新潟市北区島見町1398番地

TEL : 025-257-4455（代表）　FAX : 025-257-4456　E-mail : grnyuusi@nuhw.ac.jp　URL : http://www.nuhw.ac.jp/grad/ 
お問い
合わせ

同窓会ホームページのお知らせ
皆さん、同窓会ホームページをご覧になっていますか？

　母校や同窓会の最新ニュースは日々更新されています。また、活躍して

いる卒業生を紹介する「卒業生は今！」や、「こころに届くいい話」は毎月10

日頃に更新をします。是非、定期的にご覧ください。また、同窓生の方に役

員が寄稿のお願いをしております。役員から依頼があった際は、ご協力を

お願いいたします。

会員情報・住所変更届のお願い
　住所、勤務先･氏名の変更などは、同窓会トップページの「会員情報・住所変更届出」から手続きをお

願いいたします。

また、同窓会に関するご意見・お問い合わせ・投稿は、E-mail: dosokai@nuhw.ac.jp

http://nuhw-dosokai. jp/

大学院構成

大 学 院 お 知ら せ

博士後期
課程

修士課程

出願期間

合格発表

平成24年
10月1日(月)

平成24年
10月16日(火)

平成24年
11月2日(金)

試 験 日
平成24年

10月27日(土)

～

■ 入試日程 ■ 大学院無料公開セミナー等のお知らせ

上記の他、11月には授業見学ウィーク、12月には文献
検索セミナー＜基礎編＞などの開催を予定していま
す。詳細は別紙ご案内をご覧いただくか、大学院ホー
ムページにも掲載しています。

無料公開セミナー
「専門職のための研究スキル講座」

平成２4年10月7日（日） 10：00～12：00日 時

第3厚生棟 IA516教室場 所

9月28日（金）まで申 込（消印有効）

平成24年
12月25日（火）

平成25年
1月15日(火)

平成25年
2月1日(金)

平成25年
1月26日(土)

～ ～

（消印有効）

平成25年
2月4日(月)

平成24年
2月19日(火)

平成25年
3月8日(金)

平成25年
3月2日(土)

（消印有効）

第 1 次 募 集 第 2 次 募 集 第 3 次 募 集

編集後記
　今回伍桃だよりを初めて担当し、同窓会役員の頑張りを実感しました。それぞれが大

変な仕事を抱えながら、母校のために同窓会誌を作成する姿勢はすばらしいと思いま

した。

　内容を試行錯誤しながら、同窓生に伝えたいことをセレクトして、より身近に同窓会

を感じてもらう為に何が大切か多くの議論を重ねました。今回の特集ページも変化させ

てみました。どういう風に感じられるかは各個人の感想になりますが、若い同窓会のイ

メージが見て取れるようなページになったのではないかと思います。同窓会が出来てま

だ7年という短い歳月しか経過していませんが、着実に同窓会は進歩しています。これ

からも同窓会の活動及び同窓会誌をご注目下さい。ご意見ご感想がある方はドシドシ

同窓会にご連絡下さい。皆さんのご意見が同窓会をより発展させていきます。

同窓会支援室 計良圭一

新潟医療福祉大学同窓会支援室
E-mail：dosokai@nuhw.ac.jp  TEL：025-257-4455（代）

新潟市北区島見町1398番地
同窓会サイトについて（会員情報・住所変更届出）

こころに届 話くいい
　私は今、靴の修理やオーダーシューズの採型・適合を
する仕事に就いています。靴はとても繊細で、修理する
と言っても数ミリの誤差で履き心地が変化したり、靴ひも
の締め方だけでも歩きやすさが変わってきたりします。お
客様に直接触れる製品を作る業種の方であれば、その
微妙な調整の重要さを分かっていただけると思います。
しかし、そういった調整を早急に行わなければならない
場合も、日々の業務の中で出てくると思います。

　私も、「この後履いていきたいんだけど、すぐ修理をお
願いできないか」と、いうお客様が来店されることがあり
ます。修理の内容は、いつも通りやれば余裕を持って出
来るものです。しかし時間が迫っていることがプレッ
シャーとなり、普段はしないミスをしてしまうことがありま
す。ある時、致命的なミスをしてしまい、作業を一からやり
直さなくてはならなくなった時がありました。すでに時間
はなくなり落ち着きを欠いた状態で作業をしたせいで、
指を怪我してしまいました。作業に支障はない程度で済
みましたが、少し冷静になって考えることができるように

なり、同時にある言葉を思い出しました。「焦るな、急げ」
高校時代に読んだ小説の一文です。それから一度深
呼吸して、もう一度最初からやり直しました。予定の時間
より数分遅れてしまいましたが、きちんと完成させること
ができました。それからは、自分が焦っていると感じた時
は「焦るな、急げ」の言葉を思い出し、頑張っています。

　高校時代の私は言葉の意味をきちんと理解できてい
ませんでしたが、焦らず冷静に行うことで、余計な失敗
が減り結果的に早くなる、と言いたかったのだとこの時
理解できました。また、お客様のことを考える余裕がなけ
れば、より良いものは出来ないと思います。

　きっと当たり前のことなのでしょうが、時にはそういう当
たり前のことを思い出してみると良いのかもしれません。

義肢装具自立支援学科　2011年卒業生

【同窓会ホームページ掲載記事より】

住 所 不 明 者 に つ い て
お知り合いのご学友で「伍桃」「伍桃だより」がご自宅に届いていない方がいらっしゃればお知らせください。ご学

友が転居された、転職されたなどの情報をお持ちでしたら、是非お知らせください。いただいた情報は同窓生名簿

管理のみに利用いたします。

認定社会福祉士の単位取得に結びつくカリキュラムを平成25年度に開講予定。平成24年度に認定・認証機構に申請する予定です。

　既に国家資格を有している方が、さらに専門的で高度な技術や知識の修得を目指

す、または各種職能団体等による専門職資格の取得を目指し、かつ修士の学位取得も

できるプログラムです。

さらに・・・

がん看護専門看護師（CNS）コース 日本看護協会専門看護師認定審査に合格した方に与えられる高度な看護資格。

臨床徒手理学療法学コース 理学療法における徒手療法の高度な技術、理論について学ぶコースです。

臨床徒手理学療法学コース 病態栄養専門師、糖尿病療養指導士、静脈経腸栄養学会サポートチーム専門療養士の
資格取得を念頭に、臨床現場において活躍できる管理栄養士を養成します。

キャリアアップを目指す！
高度専門職業人プログラム

特待生制度・奨学金制度等の経済的サポートが充実！

本学卒業生は入学金半額免除！ また、教育訓練給付金の利用も可能です。
詳細は大学院HP（http://www.nuhw.ac.jp/grad/）に掲載されていますので、是非ご覧ください。

●給付型奨学金
　 ・大学院特別奨学金
　 ・大学院修学援助奨学金

●無利子貸与型奨学金
　 学費の全額または半額を貸与

修士課程　学費減免特待生制度
対象者 人物及び学力が優秀で経済的に修学が困難な者

採用人数

減免金額

15名以内（第一種5名以内、第二種10名以内）

選考方法 書類審査

二年間の減免金額　第一種　950,000円～1,100,000円
　　　　　　　　　第二種　650,000円～850,000円

＜奨学金制度＞
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I n f o r m a t i o n

保健学専攻（理学療法学分野、作業療法学分野、言語聴覚学分野、義肢装具自立支援学分野）

健康科学専攻（健康栄養学分野、健康スポーツ学分野、看護学分野）

社会福祉学専攻（保健医療福祉政策・計画・運営分野、保健医療福祉マネジメント学分野）

心身機能学領域

福祉人間工学領域

地域・国際保健福祉学領域

新潟医療福祉大学  大学院入試事務室 〒950-3198  新潟市北区島見町1398番地

TEL : 025-257-4455（代表）　FAX : 025-257-4456　E-mail : grnyuusi@nuhw.ac.jp　URL : http://www.nuhw.ac.jp/grad/ 
お問い
合わせ

同窓会ホームページのお知らせ
皆さん、同窓会ホームページをご覧になっていますか？

　母校や同窓会の最新ニュースは日々更新されています。また、活躍して

いる卒業生を紹介する「卒業生は今！」や、「こころに届くいい話」は毎月10

日頃に更新をします。是非、定期的にご覧ください。また、同窓生の方に役

員が寄稿のお願いをしております。役員から依頼があった際は、ご協力を

お願いいたします。

会員情報・住所変更届のお願い
　住所、勤務先･氏名の変更などは、同窓会トップページの「会員情報・住所変更届出」から手続きをお

願いいたします。

また、同窓会に関するご意見・お問い合わせ・投稿は、E-mail: dosokai@nuhw.ac.jp

http://nuhw-dosokai. jp/

大学院構成

大 学 院 お 知ら せ

博士後期
課程

修士課程

出願期間

合格発表

平成24年
10月1日(月)

平成24年
10月16日(火)

平成24年
11月2日(金)

試 験 日
平成24年

10月27日(土)

～

■ 入試日程 ■ 大学院無料公開セミナー等のお知らせ

上記の他、11月には授業見学ウィーク、12月には文献
検索セミナー＜基礎編＞などの開催を予定していま
す。詳細は別紙ご案内をご覧いただくか、大学院ホー
ムページにも掲載しています。

無料公開セミナー
「専門職のための研究スキル講座」

平成２4年10月7日（日） 10：00～12：00日 時

第3厚生棟 IA516教室場 所

9月28日（金）まで申 込（消印有効）

平成24年
12月25日（火）

平成25年
1月15日(火)

平成25年
2月1日(金)

平成25年
1月26日(土)

～ ～

（消印有効）

平成25年
2月4日(月)

平成24年
2月19日(火)

平成25年
3月8日(金)

平成25年
3月2日(土)

（消印有効）
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編集後記
　今回伍桃だよりを初めて担当し、同窓会役員の頑張りを実感しました。それぞれが大

変な仕事を抱えながら、母校のために同窓会誌を作成する姿勢はすばらしいと思いま

した。

　内容を試行錯誤しながら、同窓生に伝えたいことをセレクトして、より身近に同窓会

を感じてもらう為に何が大切か多くの議論を重ねました。今回の特集ページも変化させ

てみました。どういう風に感じられるかは各個人の感想になりますが、若い同窓会のイ

メージが見て取れるようなページになったのではないかと思います。同窓会が出来てま

だ7年という短い歳月しか経過していませんが、着実に同窓会は進歩しています。これ

からも同窓会の活動及び同窓会誌をご注目下さい。ご意見ご感想がある方はドシドシ

同窓会にご連絡下さい。皆さんのご意見が同窓会をより発展させていきます。

同窓会支援室 計良圭一

新潟医療福祉大学同窓会支援室
E-mail：dosokai@nuhw.ac.jp  TEL：025-257-4455（代）

新潟市北区島見町1398番地
同窓会サイトについて（会員情報・住所変更届出）

こころに届 話くいい
　私は今、靴の修理やオーダーシューズの採型・適合を
する仕事に就いています。靴はとても繊細で、修理する
と言っても数ミリの誤差で履き心地が変化したり、靴ひも
の締め方だけでも歩きやすさが変わってきたりします。お
客様に直接触れる製品を作る業種の方であれば、その
微妙な調整の重要さを分かっていただけると思います。
しかし、そういった調整を早急に行わなければならない
場合も、日々の業務の中で出てくると思います。

　私も、「この後履いていきたいんだけど、すぐ修理をお
願いできないか」と、いうお客様が来店されることがあり
ます。修理の内容は、いつも通りやれば余裕を持って出
来るものです。しかし時間が迫っていることがプレッ
シャーとなり、普段はしないミスをしてしまうことがありま
す。ある時、致命的なミスをしてしまい、作業を一からやり
直さなくてはならなくなった時がありました。すでに時間
はなくなり落ち着きを欠いた状態で作業をしたせいで、
指を怪我してしまいました。作業に支障はない程度で済
みましたが、少し冷静になって考えることができるように

なり、同時にある言葉を思い出しました。「焦るな、急げ」
高校時代に読んだ小説の一文です。それから一度深
呼吸して、もう一度最初からやり直しました。予定の時間
より数分遅れてしまいましたが、きちんと完成させること
ができました。それからは、自分が焦っていると感じた時
は「焦るな、急げ」の言葉を思い出し、頑張っています。

　高校時代の私は言葉の意味をきちんと理解できてい
ませんでしたが、焦らず冷静に行うことで、余計な失敗
が減り結果的に早くなる、と言いたかったのだとこの時
理解できました。また、お客様のことを考える余裕がなけ
れば、より良いものは出来ないと思います。

　きっと当たり前のことなのでしょうが、時にはそういう当
たり前のことを思い出してみると良いのかもしれません。

義肢装具自立支援学科　2011年卒業生

【同窓会ホームページ掲載記事より】

住 所 不 明 者 に つ い て
お知り合いのご学友で「伍桃」「伍桃だより」がご自宅に届いていない方がいらっしゃればお知らせください。ご学

友が転居された、転職されたなどの情報をお持ちでしたら、是非お知らせください。いただいた情報は同窓生名簿

管理のみに利用いたします。

認定社会福祉士の単位取得に結びつくカリキュラムを平成25年度に開講予定。平成24年度に認定・認証機構に申請する予定です。

　既に国家資格を有している方が、さらに専門的で高度な技術や知識の修得を目指

す、または各種職能団体等による専門職資格の取得を目指し、かつ修士の学位取得も

できるプログラムです。

さらに・・・

がん看護専門看護師（CNS）コース 日本看護協会専門看護師認定審査に合格した方に与えられる高度な看護資格。

臨床徒手理学療法学コース 理学療法における徒手療法の高度な技術、理論について学ぶコースです。

臨床徒手理学療法学コース 病態栄養専門師、糖尿病療養指導士、静脈経腸栄養学会サポートチーム専門療養士の
資格取得を念頭に、臨床現場において活躍できる管理栄養士を養成します。

キャリアアップを目指す！
高度専門職業人プログラム

特待生制度・奨学金制度等の経済的サポートが充実！

本学卒業生は入学金半額免除！ また、教育訓練給付金の利用も可能です。
詳細は大学院HP（http://www.nuhw.ac.jp/grad/）に掲載されていますので、是非ご覧ください。

●給付型奨学金
　 ・大学院特別奨学金
　 ・大学院修学援助奨学金

●無利子貸与型奨学金
　 学費の全額または半額を貸与

修士課程　学費減免特待生制度
対象者 人物及び学力が優秀で経済的に修学が困難な者

採用人数

減免金額

15名以内（第一種5名以内、第二種10名以内）

選考方法 書類審査

二年間の減免金額　第一種　950,000円～1,100,000円
　　　　　　　　　第二種　650,000円～850,000円

＜奨学金制度＞
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P15 第３回ホームカミングデー開催案内 オリンピックメダリスト
池谷 幸雄さん

ホームカミングデー開催
１０月７日（日）はNUHWに行こう！

第３回

ロンドン五輪の体操解説でおなじみ

池谷 幸雄さんが来学！
オリンピックメダリスト 

　第１回は戦場カメラマンの渡部陽一さん、第２回は内科医／作家の
おおたわ史絵さんをお招きしての記念講演、同窓生と先生方、在学生
との交流会と大盛況でした。ご参加いただいた方からは「大学の発展
が感じられた」「楽しかった！」などの声をいただきました。
　今年は五輪イヤーにちなんでオリンピックメダリストの池谷幸雄さ
んをお招きし、夢を実現するためのヒントや様々な大会でのエピソー
ドなどのお話をいただきます。
　講演後の交流会では旧交を温めていただけると期待しています。

池谷 幸雄（いけたに ゆきお）講演者

オリンピックメダリスト１９７０年生まれ。４歳の頃より体操をはじめ、学生時代に才能が開
花。ソウルオリンピックで団体・個人種目別床運動で銅メダル獲得。バルセロナオリンピッ
クでは団体で銅メダルと個人種目別床運動で銀メダルを獲得。引退後は、スポーツキャス
ターとしてTVに多数出演するほか、ラジオ・雑誌・CM・舞台・映画など幅広く活躍。現在
「池谷幸雄体操倶楽部」を設立し、後進の指導にあたっている。また日本体操協会理事を
歴任、体操界の発展と向上・体操競技をメジャーにするため、普及活動にも積極的に取り
組んでいる。 同封の申込ハガキにてお申込ください。席をご用意いたしますので、事前にお申込をお願い

いたします。当日は、伍桃祭も開催しています。申 込 方 法

スケジュール

１２：１０～
１２：４０～１３：４０

受付  図書館棟１階
記念講演　図書館棟３階　大講堂

１４：００～１４：３０ 交流会 図書館棟３階 セミナー室
軽食とソフトドリンクをご用意して、同窓生の皆さんのお越しをお待ちしています。

先生方やご友人、後輩と一緒に、懐かしい話や近況報告に話を咲かせてください。

講演テーマ「夢は果てしなく永遠に」
幼少時代の夢を実現し、現在の夢は次代を担う子供を育てること、そして感動
を分かち合うこと。小さなことから少しずつ実践することでいつか大輪の花を
咲かすことが出来るのです。自分自身をしっかりと持つこと、そして明確な目
標と大きな夢を持つことの大切さを伝授します。

伍桃祭にお越しください！！

日付：１０月７日(日)、８日(月・祝)
場所：新潟医療福祉大学

時間：７日…10：00～19：00、８日…10：00～16：30

伍桃祭ホームページ
https://sites.google.com/a/nuhw.ac.jp/gotousai2012/

７日 日 8日 月・祝★よさこい部による演舞

★各部活動の発表

★Ms.＆Mr.の予選通過者発表

★全10学科による
　学科別体験プログラム

★新潟市北区小中学校さんによる
　吹奏楽部の発表

★Ms.＆Mr.結果発表

★ダンスライブ、軽音ライブ

★バルーンアート

IWASAKI(Dr.)、GOT’S(B.)、KEIGO(Vo.)、KOHSHI(Vo.)、TAKE(G.)の2MC,G,B,Dr
の5人組のロックバンド。2003年7月2日に「ブラスター」でメジャーデビュー。その後、
「GO!!!」、「DAYS」などのヒット曲を数多く世に放つ。現在、リリースされる作品は特にアニ
メとの相性が良く、最近では、各国で行われるアニメFes.等から多数のオファーを受け、彼
らの活動は日本ばかりでなく、諸外国へと広がりを見せている。

FLOWプロフィール

整理券を発行します。整理券はなくなり次第、
配布を終了します。詳細については伍桃祭HP
をご覧ください。

ゲスト
FLOW

入場
無料


