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東日本大震災ー復興に向けて頑張る東北を応援していますー
このたびの東日本大震災で亡くなられた方々のご冥
福を心からお祈り申しあげますとともに、被災されました
皆さまにお見舞い申し上げます。
３月１１日、山形県も震度５弱の激しい揺れに遭いまし
た。今までに体験したことの無い、長い強い揺れでした
が、幸いにも大きな被害はありませんでした。発生時か
ら翌日の夜まで停電になり、暗闇の中何度も来る余震
に怯え夜を過ごしました。
電気が復旧しテレビをつけると、そこに映し出されてい
る映像は想像を絶するものでした。耳を疑うような数字
と、目を背けたくなる光景―これが同じ日本で、同じ東
北地方で起こっていることだとはにわかに信じがたい、
強い衝撃を受けました。

日本福祉大学には、東北地方出身の通学生や、東北
地方在住の通信学生・同窓生が多く、これまで東北出身
の通学生の無事は確認されました。同窓会の皆さまで、
安否・被災状況等の情報をお持ちの方は、同窓会事務
局までご連絡をお願いいたします。
東日本を中心に甚大な被害をもたらした今回の大震
災において、本学では、在学生や入学予定者の安否確
認 を 行 い、 被災 地 の 復 興支 援 な ど に取 り 組 んで い く た
め、３月１４日に「東日本大震災対策本部」を設置しまし
た。更に、被災地に対する支援の実行組織として、学
生・教職員が集結し３月３１日に「災害ボランティアセン
ター」を立ち上げました。現在災害ボランティアセンター
では、募金で購入した絵本にメッセージカードを添えて
避難所へ贈る「絵本プロジェクト」への参加や、４月２９
日から５月６日まで学生・教職員２３名が仙台・石巻を中
心としてボランティア活動を行ったりと、懸命に取り組ん
でいます。
美浜キャンパスで開催された学位記授与式や入学式
でも震災復興支援の募金活動が行われ、多くの善意が
寄せられています。
同じ東北の復興のために、それぞれ今の自分に出来
ることを見極め、支援を長く続けていきましょう。

復興に向けて
４月１４日、最上町教育委員会へ東
日本大震災の義援金をお渡ししまし
た。この義援金は各地域ブロックセン
ター職員の有志により集められたも
のです。富山・松本・豊橋・名古屋・
岡山・福岡の職員の皆さん、ありがと
うございました。受け取った五十嵐教
育 長か ら は感 謝の ことば を頂 戴しま
した。
最上町でも対策本部を立ち上げ、
山 形 最 上 オ フ ィ ス が 入 って い る 町 立
中央公民館と、保養センターを避難

所として設定し、その後、最上中学校
寄宿舎の最上寮を長期滞在型避難
所として開設しました。他にも観光協
会や商工会、ＮＰＯ法人やボランティ
アなどたくさんの方々が義援金や支
援 物資 を届け 、現 地での炊 き出 しな
どを行い、被災された方を支援してい
ます。
日本 福祉大 学 も最 上町 も 、復 興に
向けて頑張る東北を応援します。
▲集められた義援金は柴田室長（左）から五
十嵐教育長（右）へと手渡しました。
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卒業生の声
３月に発生した東日本大震災は、我が国の政治経済・
社会保障全体に大きな影響をもらたしています。被害に
遭われた方の中には、本学の卒業生や在学生が多く含
まれているのではないかと、改めて心を痛めています。
この災害復興が一日も早く図られることを願ってやまな
い日々を暮らしています。
本県の場合は幸い、直接的被害はなく、約百余名の
同窓生は変わらず元気に過ごしているのではないかと
思っています。時に、本年度総会を６月１１日に予定して
おり、この時に同窓生仲間と出来る支援活動を検討・模
索したいものだと考えています。
今、災害復興の軸となる国政、自治体の努力はもちろ
ん、国民全体の支援の輪づくりが求められております
が、社会保障の軸となる社会福祉サイドからの、被災者
の心や生活実態に沿った支援活動の活性化が、不充分

な状況にあると思えてなりませ
ん。幸い現在、日本福祉大学
山形最上オフィスの協力のも
と、東北ブロックの同窓会もま
とまる傾向にあるので、各県の
同窓生が提携し、大学で学ん
だ社会福祉創造への精神と情
熱を活かして、結びつきを強め
震災復興への道づくりを見出
していければと、願ってやまな
い昨今です。
改めて皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
（日本福祉大学同窓会 秋田県支部会長
大友義勝さん）

学生奮闘記
今回は新庄北高校出身で、健康科学部リハビリテーション
学科理学療法学専攻の３年生、庄司雅人さんにお話を伺い
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｑ）日本福祉大学に入ったキッカケは何ですか？
私は、小学校から高校まで野球をやっており、その際に多く
の怪我をしてきました。そこで、トレーナーの方などにお世話
になり、それがキッカケとなって自分も将来、人の体を治すと
いう形でたくさんの方の役に立てる仕事がしたいと思ったた
めです。

Ｑ）現在どんな勉強をしていますか？
現在は、１年生、２年生で教わった生理学、運動学、解剖
学、評価学などの基礎をもとにして、治療法の勉強をしてい
ます。また、３年生の後期は全て病院実習となっているた
め、そろそろ、それに向けての実技も行われます。

Ｑ）大学生活はいかがですか？
私は今年で無事３年生になることができ、１年生、２年生の
時よりも講義の内容がより専門的になってきました。そのた
め、楽しさが増してきた反面、難しさや、辛さも増してきまし
た。今は、多くの良き仲間と頑張ってその時期を乗り越えて
いきたいと思っています。

Ｑ）一人暮らしをしてみていかがですか？
やはり、一人暮らしをしてみて思ったことが、実家では親が
当たり前のようにしてくれていた食事、掃除、洗濯が全て自
分でやらなければいけないことが大変です。しかし、日本福
祉大学の指定アパートということで、多くの仲間ができ、毎日
を充実して過ごしています。

Ｑ）サークルやアルバイトはどんなことをしていますか？
今は、実習でなにかとお金がかかるため、カラオケの店員
とイタリアンの店員をしてお金をためています。サークルは主
に、ダンスとバスケットボールをやっています。

Ｑ）将来の目標は何ですか？また、それに向けてどんなこと
を頑張りたいですか？
将来は、理学療法士の免許をとるということが一番の目標
です。それに向けて、今は一つ一つの講義の講義の内容を
しっかり理解し、確実に自分のものにしていきたいです。あと
は、人を相手にする職業ですので、患者様が心を開いてくれ
るような人間性も身につけていきたいと思っています。

▲左から、アンテナショップ最上屋の冨田さん、
伊勢くん、大石くん、庄司くん。
最上町出身の学生たちは冨田さんに大変お世話に
なっています。
（４月１６日 新入生歓迎会にて撮影）

Ｑ）大学進学を目指す高校生の方へ、アドバイスやメッセー
ジをお願いします。
高校生は部活に勉強にとても大変な時期だと思いますが、
今の勉強は、自分の将来に必ず繋がっていくと思うので、遊
びも含めて後悔を残さないように精一杯過ごしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2600名の旅立ち
３月１９日（土）、学位記授与式が美
浜キャンパスにて行われました。通学
課程1,129名、通信教育部1,473名の
計2,602名が卒業しました。
４年前、地元を離れ、期待と不安を
抱きながら歩いた美浜キャンパスまで
の坂道を、この日は様々な思い出を振
り返りながら、一歩一歩踏みしめ歩い
たのではないでしょうか。
開 式 に先立 ち、 大震 災で 亡くな られ
た方々への黙祷を捧げました。キャン
パスには在学生も多く集まり、これま
でお世話になった先輩方を、笑顔と涙
で見送りました。
全体での学位記授与式の後、通信
教育部の学位授与式も行われ、214名
の卒業生が参加されました。成績優秀
表彰者や優秀論文表彰者に表彰状が
授 与 され 、 日本 社 会福 祉士 養 成校 協
会の成績優秀者として、山形県在住の
柴﨑久美子さんが表彰されました。柴
崎さんをはじめ、表彰された皆さま、受
賞おめでとうございます。

今年度、東北地方からは１９名卒業
しました。就職氷河期と言われる昨
今、就職１７名、大学院進学２名と、全
員が無事進路決定しました。これは常
日頃から努力を重ね、「ふくし」の力を
しっかりと備えた結果の表れだと思い
ます。
就職先も、福祉分野、医療分野、一
般企業、公務員・教員と幅広く、多彩
な分野で評価されています。
全国各地で活躍している約65,000人の卒業生の後に続き、日福大で
培った「ふくし」の力を発揮してくれることでしょう。
＜東北出身者の主な就職先＞
全国老人福祉施設協議会（東京都）／豊田高等養護学校（愛知県）／町
田福祉園（東京都）／三方原病院（静岡県）／セントスタッフ株式会社（愛
知県）／社会福祉法人よつ葉の会（愛知県）／全国社会福祉協議会（東
京都）／本間病院（山形県）／山形県最上町（山形県）／庄内福祉会（山
形県）／医療法人社団聰明会（山形県）／豊岡会グループ（愛知県）／
第一生命保険株式会社（東京都）／アースサポート株式会社（愛知
県）／株式会社ドリームワールド（静岡県）／社会福祉法人心愛会（福島
県）／社会福祉法人くわの福祉会（福島県）

新たな仲間たち
４月１日（金）、入学式が美浜キャン
パスにて行われました。今年度は全
国から1,433名、そのうち東北地方か
らは岩手県１名、山形県６名の計７名
が入学しました。
入学式後、学部別オリエンテーショ
ンや「東北県人会」による新入生歓迎
会が開かれました。新入生、在学
生、職員で集まり、先輩に大学生活
のアドバイスをもらったり、親交を深
めました。東北出身の在学生３９名で

「東北県人会」をより盛り上げていく
決意を新たにしていました。
通信教育部の正科生も、通信教育
部開設以来最多となる2,534名の
方々にご出願いただきました。
本学の在学生は全国から集まって
いるので、４７都道府県に友人や知り
合いをつくることも可能です。新入生
の皆さんがこれからの４年間、仲間と
ともにたくさんの思い出を作ることを
願っています。

970名の社会福祉士が誕生
通信教育部から594名、通学課程から376名、計970名
の社会福祉士が誕生しました。
通学課程は社会福祉士国家試験が始まって以来、２３
年連続で新卒の合格者数全国第１位の記録を更新し続
けています。
また、通信教育部においては、新卒・既卒ともに、合格
者数が社会福祉士養成校の中で全国第１位となってお

り、３年連続全国第１位となりました。合格率も、45.2％
と、全国平均28.1％を大きく上回り、全国の大学通信教
育課程で第１位という結果が出ました。
社会福祉士を目指している方、大学選びで迷っている
方は、お気軽に山形最上オフィスまでお問い合わせくだ
さい。ブロックセンターでは、国家試験合格に向けての
情報提供等、支援をしています。
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日本福祉大学セミナー開催のご案内
講師：来島 修志 （きじま

しゅうじ） 先生

日本福祉大学 健康科学部リハビリテーション学科助教

日時：６月１９日（日） 13:00～14:20
会場：ホテルサンルート山形
テーマ：「認知症予防と回想法」

（受付12:30～）

「認知症は予防することができるのか？」「認知症のリハビリテーションと
は？」という疑問についてお話するとともに、これまで臨床や地域で実践
してまいりました「回想法」という手法を、実際に会場で体験していただき
ながらご紹介いたします。また自治体（愛知県北名古屋市など）における
健康高齢者に対する回想法を通じた介護予防、認知症予防、さらに「ま
ちづくり」への取り組みについて、お伝えしたいと思います。

参加申込書に必要事項を明記の上、ＦＡＸにてお
申し込みいただくか、ＨＰよりお申し込みください。
（http://www.netnfu.ne.jp/kouen/）
応募者多数の場合は抽選となります。
お申し込みやお問い合わせは日本福祉大学後援
会事務局（TEL:052-242-3045）までお願いいたし
ます。
また、同会場内にて、通学課程・通信教育課程入
学相談会も同時開催いたします。こちらの開催時
間は15:15～17:00で、事前予約不要です。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

イベントのお知らせ
●高校生向け進学相談会
入試について、学生生活や卒業後の進路など、日本福祉大学について知りたい
ことや疑問に思ったこと、どんなことでもお気軽にご相談ください。
時間内入退出自由ですので、ご都合の良い時間にお気軽にお越しください。
日 時
開催都市／会場
５月２６日（木） 13:20～18:30 福島市／エスパル
６月 ８日（水） 15:30～18:30 盛岡市／いわて県民情報交流センター アイーナ
６月１３日（月） 15:00～18:00 会津若松市／会津若松ワシントンホテル
６月１９日（日） 15:15～16:45 山形市／ホテルサンルート山形
８月３１日（水） 15:30～18:30 盛岡市／ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング
９月 １日（木） 15:30～18:30 秋田市／アルヴェ
９月 ５日（月） 15:30～18:30 青森市／青森国際ホテル
９月 ６日（火） 15:30～18:30 八戸市／八戸プラザアーバンホール
９月１２日（月） 15:00～18:30 仙台市／アエル
９月１３日（火） 15:30～18:30 山形市／ホテルメトロポリタン山形
９月１６日（金） 15:30～18:30 福島市／エスパル

●ＡＯガイダンス
ガイダンスではＡＯ入試の詳細や学部学科紹介、出願時に必要な課題作成の
ポイント等「経済援助学費減免奨学生制度」の説明も行います。
開始時間の１０分前には会場にお越しください。
日 時
開催都市／会場
７月 ９日（土） 14:00～ 秋田市／アルヴェ
７月１０日（日） 14:00～ 盛岡市／いわて県民情報交流センター アイーナ
７月３０日（土） 14:00～ 山形市／山形市民会館
７月３１日（日） 14:00～ 仙台市／ハーネル仙台
▲注）進学相談会・ＡＯガイダンスの会場や開始時間等が変更になる場合がありますので、
開催日が近くなりましたら本学ＨＰにて再度ご確認ください。

日本福祉大学 山形最上オフィス
〒999－6101
山形県最上郡最上町大字向町674番地 最上町立中央公民館内
ＴＥＬ：0233-43-9232 ＦＡＸ：0233-43-2350
MAIL：a-humin@n-fukushi.ac.jp
（火～土 10：00～18：00）
※ブロックセンターブログもご覧ください
ブログＵＲＬ http://blog.n-fukushi.ac.jp/bc-yamagata/ （ＰＣ・携帯共通）

●オープンキャンパス
本学のオープンキャンパスは、
様々なイベントが盛りだくさんです。
・大学説明
・ＡＯガイダンス
・キャンパスツアー
・個別進学相談会
・保護者向け説明会
・体験講義
・日福生キャンパスライフ紹介 等
このほかにも、イベント企画を用意
しております。
今年の開催日程は以下の通りです。

○美浜キャンパス
７月２４日（日）
８月２１日（日）
１１月 ５日（土）
○半田キャンパス
７月１７日（日）
８月２８日（日）
１０月３０日（日）

10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～15:00
10:00～16:00
10:00～16:00
10:00～15:00

事前申し込み不要・学年不問・
時間内来場自由です。
皆さんぜひご参加ください。

