
ご挨拶 

中部支部長 藤岡厚子 

例年は後援会としての活動が各支部において行われ、１年生から４年生の保護者の

間でも情報交換が行われます。しかし、今年度は感染症対策からそれが叶いません。  

何か学生や保護者の皆さんの為にできないかと中部支部役員で話し合い、この度、

「中部支部通信」を発行いたしました。 

大学の一年の流れ、大学教員や上級生への質問やアドバイス等も盛り込んでいます

ので、他の支部の学生、保護者の皆さんにも参考になる内容かと思います。 

このお知らせが日々の学生生活に役立ち、大学への理解を深めていただく一助とな

ればと思います。 
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群馬医療福祉大学後援会 中部支部通信   ２０２０年１１月３０日 

                   

今年度はコロナ禍で大学行事の多くが中止または縮小と 

なりました。今年度及びそれ以前の写真とミニコメントで 

群馬医療福祉大学の一年間の行事等の流れをご紹介します。 

（以下、掲載写真は大学 HP にて公開済） 

 

 

入学式（４月初旬）：例年、全学部・学科の合同入学式（写真 

下・右）でしたが、今年度は学部毎（左）に行いました。 

また、保護者の参加はありませんでした。           [ 学長 鈴木 利定 先生 ] 

フレッシャーズキャンプ（４月上旬 先年度）： 

例年、全学部・学科の１年生が親睦を 

深め、大学の建学の精神を学ぶため軽 

井沢にて、１泊２日のキャンプを行い 

ます。一緒にゲームや食事をすると心 

の距離が縮まり、クラスの絆も強まり 

ます。 

 

 

ご挨拶          中部支部長 藤岡厚子 

はじめに、群馬医療福祉大学・短期大学部、中部支部会後援会員及び、関係者の皆様、日頃から 

後援会活動にご賛同、ご協力をいただき心より感謝申し上げます。令和２年度中部支部長を務めさ 

せていただいています藤岡厚子です。 

例年、後援会行事として懇談会や支部会などを開催していましたが、今年度はコロナ禍において 

会員の皆様の安全を考慮し、自粛・中止とさせていただきました。そのため、特に１年生の保護者 

様や学生の皆様におかれましては、異例の状況の中、大学の様子が分かりづらいのではないかと懸 

念していました。 

そのような中、今年度の新中部支部役員の間で学生やご家族向けに何かできないかという話し合 

い合いが行われ、後援会事務局の先生方、中部支部学内担当の時田先生にご協力いたたき例年の大 

学行事や後援会活動内容紹介、懇談会の代わりに先生方への質問、先輩方からのアドバイスなどを 

紙面にまとめさせていただきました。是非、ご覧の上、ご参考にしていただければと思います。ま 

た、大学 HPにて随時、大学の新しい情報を得ていただきますようお願いいたします。 

 これからも会員の皆様のご協力、ご支援をいただきながら後援会活動を行ってまいりますので何 

卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 
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親睦スポーツ大会（４月下旬 先年度）：ＡＬＳＯＫぐんま総合スポーツセンターにて、親睦を深めるため 

学部・専攻対抗で行います。種目は、バレーボール・バスケット 

ボール・ドッジビー・長縄とび・グランドゴルフ等があります。 

また、学生はチーム毎に Tシャツを作り、そのデザインコンテス 

トも行われます。学部・学科の全学生が集まると壮観です。        

 

オリエンテーション（年間５回）：本学では、学期または長期休業の節目に、学修や生活のまとめとして 

              オリエンテーションを行います。春期、夏期、秋期・冬期・年度末の各 

オリエンテーションがあります。学長先生・学部長先生から訓話・講話 

等をいただきます。 

※試験は、前期末試験と後期末試験があります。 

 

ボランティア活動（先年度）：本学では、ボランティア活動が盛んです。左は栃木県佐野市災害、下は前 

橋市ちんどん競演会へのボランティアの様子 

です。コロナ禍で、今の所２月までボランテ 

ィアを見合わせています。 
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ボランティア活動（先年度）：群馬県障害者スポーツ大会の進行ボランティアを行いました（左 ９月）。 

利根中央病院の災害訓練で傷病者役ボランティアも行いました（右 11月）。 

 

 

昌賢祭（11月中旬 先年度）：例年４月から学生主体で準備を始めます。当日は来学した子どもへの遊  

             びの提供、フラダンス、研究発表、サークル発表等を行いました。また特 

別講演として、過去には荻原健司氏（オリンピック選手）、中山秀征氏 

（タレント）、町 亞聖氏（フリーアナウンサー）等をお招きしました。 

 

学位記授与式・謝恩会（３月中旬）：先年度は、学部学科毎、マスク着用での学位記授与式でした（左）。  

               また、謝恩会もありませんでした。右の写真は、2018年度（2019 年 

３月 15日）実施の謝恩会の様子です。学生は４月からの就職・進学 

に期待とちょっぴりの不安を抱き、前進します。 

 

 

 



令和元年度後援会中部支部会主催講演会 

 

令和元年 10 月 19 日(土)、群馬医療福祉大学・本町キャンパスにおいて、後援会中部

支部会主催講演会が開催されました。 

第 1 部は、リハビリテーション学部の施設を見学。先生方が各教室の紹介や、模型・

用具等の使用法を丁寧に解説して下さり、リハビリテーション学部の学生たちが普段ど

のようなことを学んでいるのかを知ることができました。 

  

 第 2 部は、柴ひとみ先生による講演会『Let's アンチエイジング』。からだを動かす体

験型の講座でマットを利用し、老化予防にもなるストレッチや体幹トレーニングを参加

者全員で行いました。運動器理学療法が専門である柴先生の指導により、楽しみながら

受ける、充実した講座になりました。 

  

 本学には、素晴らしい経験、実績を持った先生がたくさんいらっしゃいます。今後も

このような機会を設けていけたらいいなと思っていますので機会ありましたらぜひご

参加ください。 

  

 



中部支部 保護者・学生から 

「大学の先生方への質問と回答」 

1 学校側への質問  

質問① 国試勉強グループワークをズームやっていますが、緊張感がなく、家で行うため、集中出 

来ない。いい策がありましたら教えてください。 

●グループワーク時間は、普段の学習成果の確認に使うのが良いと思います。 

例えば、グループワークの時間を区切って、①各自作成問題の出し合い（解答解説まで行う） ②残 

り時間はわからない箇所を教わる時間とかにするのもよいと思います。【介護福祉学科：清水春先生】 

 

 ●看護学部では、国家試験にむけての自習室を設定しております。8：00～17：30の時間帯で利用可能 
です。事前に予約をして利用していただいております。積極的にご利用ください。【看護学部：間渕 
先生】 

 

●学内でグループ学習をした後、グループ内で役割分担された内容を調べてまとめてくる学習を毎日 

しています。それを帰宅後にやらなければならないので、責任もありますし、自宅等でも集中して学 

習できると思います。【リハビリテーション学部：堀口先生】 

 

質問② 8 月の 4 年リハの保護者会時、学長や戸塚先生は「空教室を利用して学習を」とおっしゃ 

っていましたが、実現出来ずにいます。後期は対面とズームの両方ということですが、状況次第と 

のこと。今後の予定はいかがでしょうか。 

●現時点では、４年生の国家試験対策の学生用の学習室を用意してあります。コロナウイルス感染対策 

のため対面と遠隔で授業をしており、空き教室状況は流動的のようです。詳しくは、リハビリテーシ 

ョン学部の平形事務長もしくは担任の先生にご連絡ください。【高等教育支援センター：戸塚先生】 

   

 質問③ 成績で学費の免除制度がありますが、詳細がわからないので、教えていただきたいです。 

●本学では、「在学生特待制度」というものがあります。これは、奨学金として１年間の授業料を最大 

全額から４分の１まで免除するものです。選考方法については、前年度の成績上位者であり、人物面 

でも特に優れている学生が、特待生選考会議にて決定されます。【学生課：榎田先生】 

 
質問④ 病院の奨学金制度がありますが、利用している先輩方はいらっしゃいますか。どのよう 

な病院があるのか、情報があるとありがたいです。 

●群馬県内の実習先の病院を中心に県内外より、30近くの病院から奨学金の案内が届いています。去 

年の４年生で約１割の学生が病院奨学金を利用しました。【学生課：榎田先生】 

 

質問⑤ 今後も英検の補習はありますか。また、会場は前橋キャンパスでしょうか。 

 ●英検の特別講座を前橋キャンパスにて夏休み中に６日間実施いたしました。今後については、１次 

試験合格者向けに、２次試験の面接練習を前橋キャンパスにて実施予定です。本町・藤岡キャンパス 

の学生に対しては、Zoomでの面接練習も考えています。来年度も、夏休み中に英検特別講座を前橋 

キャンパスにて実施予定です。【国際交流センター：戸塚先生】 

 

質問⑥ 住環境コーディネーターを取得するとよいと聞きましたが、教えていただけますか。 

●福祉住環境コーディネーターは、東京商工会議所が認定する民間の検定資格となります。１級から 

３級までありますが、２級以上で合格できるといいですね。看護学科と理学療法専攻では、受験を目 

指す科目も設定されています。それらの科目を履修しなくても、受験資格はあります。各国家試験と 



リンクする問題も多く、力試しにもなります。特に住環境の整備や福祉・医療分野などで、住宅改修 

に関わる業務に就職する可能性がある場合は、取得をめざすとよいでしょう。【教務課：久保田先生】 

 

質問⑦ ４年生の夏休みはアルバイトをせずに国試の勉強に専念するようにと聞きました。どれ 

くらい学習するべきか、親として何ができるかなどアドバイスいただきたいと思います。 

 

●社会福祉士の合格率は全国平均２５％～３０％前後と非常に厳しい国家試験です。特に、４年生にな 

ってからでの受験対策は厳しいも のがあると言わざるを得ません。大学では１年生の段階から受験 

対策へのアドバイスを行うとともに 受験対策講座や模擬試験を実施し、レベルアップに努めていま 

す。また、模擬試験結果などを参考に学生と担当教員が再三話し合いを行いレベルに応じた試験対策 

を行っています。 問い合わせの夏休みの勉強ですが、①何より各科目について期間を定めて計画的 

に全ての科目を復習すること。 ②不得意課目については特に重きを置いて割り振り、確実にポイン 

トが取れるようにすること。が必要です。親としては、何よりも温かく見守り、時によっては気分転 

換を薦めることなど側面からの支援がよろしいかと思います。【社会福祉学部：新木先生】 

 

●学習時間は、各々の状況も違いますので、一概には言えないと思います。学習時間ではなく、学習 

内容によって 1日の計画をたてたらいかがでしょうか？試験までの日数と、必要な学習内容をしっ 

かりと確認し、更に、〇月〇日までにここまで学習するなど、具体的に計画をたてます。できれば、 

1週間単位くらいで見直すとよいと思います。親のできることは、お子様の健康管理と、お子さんの 

変化をいち早く察知することではないでしょうか？受験生は、精神的にも不安になったりすること 

もあると思います。良い親子関係であれば安心して勉強に打ち込めるのではないでしょうか？【介 

護福祉学科：清水先生】 

 

●看護学部では、毎月模擬試験を実施しています。模試の成績によって必要な学習時間も異なってきま 
す。合格ラインを超えて安定した成績が取れている学生は、これまで通りのペースで学習していけば 
いいと思います。しかし、10月現在で合格ラインになかなか届いていない学生は、ある程度の時間 
を費やす必要があると思います。学習時間をどのくらい取ればいいのか学生自身の判断では分から 
ない場合は、担任に相談するよう勧めていただければと思います。【看護学部：間渕先生】 
 

●リハビリ学部では、学内で 9：30～19：00 のグループ学習、グループ内で分担された内容を帰宅後 

に調べてまとめる学習を実施しています。学内模試等で成績が揮わない学生については、動画・ゲー 

ム等の禁止令を出します。その際は、保護者へのご連絡もいたします。保護者の方へは、食事面や体 

調管理のサポートをぜひお願いしたいです。【リハビリテーション学部：掘口先生】 

 

質問⑧ 職場のスタッフの研修において学園の専任講師の出前出張講座を依頼させていただいた 

ことがあります。全学部ごとにカテゴリー分けされていて関心のある項目でした。職場や地域で 

先生方に講師として講話を依頼することが今後も可能でしょうか。 

●可能です。毎年、様々な団体様からご依頼があり、担当講師との都合が合えば、お引き受けさせてい 
ただいております。ご希望される場合は、本学のホームページから「ＦＡＸ依頼用紙」をダウンロー 
ドして、ＦＡＸにてお申し込みください。詳細につきましては担当講師とご相談いただければと存じ 
ます。今年度も公民館、老人福祉センター、NPO 法人、学校の PTA 等から依頼があり、多くは職員、 
高齢者、一般市民の方々等の研修として活用していただております。【地域連携センター：田村先生】 

 

 

 

 

 

 



２ 理学療法専攻一年生保護者からの質問 

質問① リモート授業で動画やパワポによる講義を軸にしながら展開する今、入学早々多くの学 

生は基礎分野である解剖学・生理学・運動学で最初の壁にぶつかると思いました。頭での理解と実 

態の理解度の深度は固有差を生じるのですが、学生へのワンポイント学習が受けられると良いと 

思うのですが可能でしょうか。 

●骨標本等を用いながら、教科書に記載されている内容を 3D に捉えることが重要です。後期の中 

で、解剖・生理・運動学を学べる機会を作っていきたいと思います。【リハビリテーション学部： 

柴先生】 

 

質問② レポート作成においても，不慣れな学生がいると思うので、先生方からのよきアドバイ 

スをお願いしたいです。 

 ●基礎演習Ⅰの科目の中で「レポ－トの書き方」を学び、それに沿って前期の終わりにレポ－トを 

作成して頂きました。後期では、そのレポ－トを返却し、チェックシ－トを基に確認を行った 

り、友人のレポ－トを参考にしたりしました。1 年次のうちはレポ－ト作成に慣れていないた 

め、課題を提示した担当教員に確認をしつつ取り組んでください。【リハビリテーション学部： 

柴先生】 

 

 

 
 

３ 作業療法専攻２年生保護者からの質問 

質問① 国家資格本は学校から配られるのでしょうか。専門学校の学生は一年時から配られてい 

るそうですが、持っていないと何となく不安です。 

●国家試験問題の参考書には、毎年、前年度の問題の解説が詳細に掲載されます。本校では、4 年 

次になってから、全学生に購入して頂きます。各教科の中で、国試問題の過去問を取り上げ、ポ 

イントを伝えるようにしています。また、過去問については厚生労働省のホ－ムペ－ジより問 

題と正答をダウンロードできます。本町キャンパスの図書室でも参考書を閲覧することができ 

ます。【リハビリテーション学部：柴先生】 

 

質問② 実習先についてですが、成績順に場所が決まるのでしょうか。つてのない県外の実習は 

可能でしょうか。 

●学生の成績だけでなく、実習施設の特徴（急性期、回復期、生活期等）と学生の資質を照らし合 

わせながら実習先を決めています。また、文部科学省より認可を頂いた施設で実習を行うこと 

が義務付けられています。県外の実習施設を希望されるのであれば、その実習の 1 年前までに 

各専攻の教員にご相談いただければと思います。【リハビリテーション学部：柴先生】 

 

 

 

 

 

 

 



４ 学校教育コース１年生保護者からの質問 

質問① 普段の予習復習の仕方、ノートをとる授業、プリントのみの授業など、さまざまな授業形 

態がありますが、それぞれの授業で勉強の仕方のポイントなどがあれば教えて欲しいです。 

●科目ご担当の先生から受講した授業について、課題等が出されます。図書館やインターネット 

等を活用し、より深く調べながらまとめることで、復習になります。予習については、ポータル 

サイトで受講科目を調べますと、予習事項が載っております。予め、準備をしておくのが良いで 

しょう。大学の授業は高等学校までの授業とは異なり、先生が全て黒板に書いてくれることは 

ありません。先生の講義をメモに残すようにすること（ノートテイク）を心がけましょう。とに 

かく日々の授業を大切にすることが大切です。【社会福祉学部学校教育コース：江原先生】 

 

質問② コロナ禍で、ボランティア活動などが出来ず、個人の時間が多い中、将来を見据え資格 

取得の為にも時間があります。１年時にやっておいた方が良いことがあれば教えて欲しいです。 

●現在、ボランティア活動は自粛していただいております。外部に出向いて行っての実践活動は 

できませんが、今年度より開講された「サービスラーニング」の授業で、学年の先生方から専門 

分野の講義を受けたり、外部講師の方からお話をいただだいたりし興味・関心のある分野を学 

んでいる最中です。専門書等を調べながら、今後、どのように活動していったら良いのかをまと 

めておくと良いでしょう。後期の基礎演習Ⅰの授業の中では、ミニミニ研究を計画しておりま 

す。研究課題に積極的に取り組んでおくことが今後に繋がります。【社会福祉学部学校教育コー 

ス：江原先生】 

 

                                           

中部支部 保護者・学生から 

「先輩方に質問したいこと・後輩へのアドバイス」 

1 上級生への質問  

質問①レポート作成のアドバイスをお願いします。 

回答 「課題の指定に注意する！」フォントの指定。ページ番号の挿入・引用文献の書き方の指

示など。また、タイトルの大きさや字の配列にも気を付けるといいと思います。当然ですが「締

め切り・時間厳守！」です。 

質問②学生学習カリキュラムにおいてこのようなアプリやインターネット検索項目がよいという

検索ワードなどありましたら教えてください。 

回答 アプリについてはご存知かもしれませんが  

「evernote」 撮影したものを児童にトリミングしてくれるので添付が楽です。 

「Dropbox」ファイルやデータの共有ができ、グループワークに便利です。 



2 後輩へのアドバイス 

●ボランティアが再開したらたくさんのボランティアに参加してください。いろいろな人と接す 

るいい機会ですし、実技や実習に役立つものもありました。 

●その日に授業で習ったことはその日のうちに復習したほうがよい。グループワークが多いの 

で、グループワークにしっかりと参加していくこと。 

●「習っていない」「知りません」は通用しない。覚えていくのみ！ 

●再試にならないように気を付けましょう！ 

●実習先で「合格」がもらえないと実習期間の延長になることがあります。とても大変そうです。 

ご注意ください。 

●授業の日程変更があるので前もってチェックしておいたほうがいいです。学校から遠いとこ 

ろに住んでいる人は特に気を付けてください。 

●出席日数は就職に関係するのでまじめに受けましょう。実習系の授業は特に休まないように。 

●困ったこと―情報量の多さ。コミュニケーションが取れない人とのグループワーク。 

●よかったことー日々の生活の中で習ったことについて考えることが多くなった。医学の基礎 

を学ぶことで、周りや自分の健康に気を付けるようになった。基礎演習やボランティア活動の 

講義を通して、マナーや礼儀を学ぶことができた。 

●サークルでの先輩との交流により、試験の時の過去問の情報や実習先、就職先の情報入手 

に役立ちます。サークルが再開したら是非参加してみてください。 

 


