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本年度は、冬木学園にとって、また
新たな一歩を踏み出す年となりました。
それは、畿央大学健康科学部に看護医
療学科を開設することが出来たことで
す。これにより、人にとってもっとも
大切な健康を支える人材、それを養成
する健康科学部の充実をはかることが
できました。新しい看護医療学科と、
理学療法学科をはじめとした各学科と
のコラボレーションによって、他の大
学にはない有意義な内容を持つという
新たなステップを踏むことができたと
楽しみに感じております。

また教育学部は開設３年目を迎え、
いよいよ学生たちを小学校や幼稚園の
教育実習に送り出すことになります。
大学で得た知識やスキルを生かして、
実習生として教育現場に立つことにな
りますが、当人のみならず、それは畿
央大学の教育が試されることでもあり
ます。また、全ての学科で各種の学外

実習に学生たちを送り出し、企業や学
校でのインターンシップへの参加も積
極的にすすめています。そのような際
に、「さすがに畿央大学の学生」「人と
きちんと話ができて人の気持ちを理解
することができる」「自ら問題意識を
持って考え、学ぶことができる」「感
動をもって、創造性豊かな行動ができ
る」と感じて頂けるなら、これほど喜
ばしいことはありません。

こうした畿央大学の展開を軸に、本
年は、関西中央高等学校、畿央大学付
属幼稚園においても、大学との連携を
強め、新たなステップを踏み出す年と
なると考えております。入園、入学し
てきてくれた子供たち、学生に豊かな

成長と学びの場を提供し、それを発展
させていくことは冬木学園の使命です。

私立の学園はそれぞれに教育の理念
を持っています。冬木学園の教育の理
念は、いうまでもなく「徳をのばす・
知をみがく・美をつくる」の建学の精
神を培う人間教育にあります。２０年度
のスタートにあたり、この教育の理念
にたちかえり、心を新たにすすんで参
りたいと思います。

学校法人 冬木学園 理事長
畿 央 大 学 学 長

冬木 智子

新たなステップを

廊下ごしの太陽の光が明るい時刻に
寝室で休むことになったここ数日間、
平素思いがけぬことに気づくことにな
り驚いている。先づ見上げる天井全体
の杉板の木目、幼い頃祖母と床を並べ
て天井の模様に様々な空想を馳せなが
らやがて朝迄寝入った頃のこと。いつ
か死がやってきて別れの悲しさに頬を
流れる涙が耳許から落ちたかすかな音。
情感豊かな幼少の頃の思い出を私は宝
物の様に大切にしたいと思う。
食事や寝起きに人の手を借りなけれ

ばならない時の話かけ言葉の大切さも、

初めて意識することになった。
看護者には勿論相手の苦痛を察する
優しい心情が根本的に必要な条件であ
るが、それとともに、病人にはそれぞ
れの過去があり、人格を有しているこ
とをわすれてはならないと思う。いた
わりの心情と共に人間の尊厳をぬきに
した対応は真の看護者とは言えないと
思う。
医療に携わる者は単なる知識や技術
のみではなく、生きた教養と人格を備
えてゆかねばならないと思うし、それ
らの意味からも本学での教育理念に基

づく精神こそ社会への貢献度は益々必
要性のあることを痛感している。
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第４５回入学式が４月９日（水）、本校
講堂において行われました。新入生が
入場し、盛大な拍手に迎えられました。
開式の辞、国歌斉唱の後、厳かな雰

囲気の中、新担任により新入生一人一

人の名前が
読み上げら
れ、新たに就
任した藤本眞喜子校長から入学許可を
受けました。藤本校長より、「『徳をの
ばす、知をみがく、美をつくる』の建
学の精神のもと、好奇心、探究心、創
造性を持つ自立した社会に貢献できる
人材」になるようにとの式辞がありま
した。冬木理事長からは、「本校での
出会いを人生の輝かしい出発にしてほ
しい」との言葉が贈られました。

新入生を代表し、１年３組の
明石裕介君が「関西中央高等学

校の生徒として勉学に励み、部活動や
学校行事にも積極的に参加し、新たな
伝統を作り上げていきたいと念願して
います。」と宣誓しました。最後に、
生徒会中央役員が舞台に立ち、在校生
代表として参加した３年生や教職員と
ともに校歌を高らかに歌い上げ、新入
生は元気に、３年間１０００日の高校生活
のスタートを切りました。

桜の花が陽ざしに照り輝く４月２日、
畿央大学の平成２０年度入学式が冬木記
念ホールで執り行われました。午前中
は健康科学部・大学院、午後は教育学
部の入学式があり、合わせて４６５名の新
しい畿央大学生（大学院生・編入学生
を含む）が誕生しました。
健康科学部・大学院の入学式では、

金子章道学部長・研究科長が式辞の中
で「徳をのばす」「知をみがく」「美を
つくる」の建学の精神について解説を
した後、「意を発する」を付け加えま

した。「意識を高
める、意欲的に取
り組むというこ
とであり、勉学や
サークル活動、社
会貢献などの面で自発的に行動して欲
しい」と励ましの言葉を贈りました。
教育学部の入学式では、上杉孝實学

部長が式辞を述べました。建学の精神
の徳・知・美と知・情・意を比べ、総
合的な視点と人間の幅を広げることの
重要性を説きました。特に教育は全人

格的営みであり、幅広く
諸科学を学ぶことが必要
だと述べ、自己教育力を
伸ばすように期待を込め
て語りかけました。

それぞれの入学式では、新入生代表
が「建学の精神を胸に勉学に励むこと
を誓う」と宣誓。続いて歓迎の言葉を
在学生が述べ、「自分の可能性を広げる
ために、一日一日を大事にし、楽しい
学生生活を共に過ごしましょう」と呼
びかけました。

関西中央
高 校
関西中央
高 校

畿央大学
付属幼稚園
畿央大学
付属幼稚園

桜の花の下、
４６５名の畿央大学生が
誕生しました

新たな出会いの
始まりです！

冬木学園入学式特集

春は３日の晴れなし、２
日続きの春の嵐も過ぎ去り、
久しぶりの晴天の下、４月
１１日（金）午前１０時から、
平成２０年度、第３０回入園式
が挙行されました。畿央大
学、地元自治会・小学校、

父母の会か
ら１０名のご
来賓ご列席の下、新園児１７名の入園が
許可されました。副園長先生や来賓の
方のお話も静かに聞けて、在園児の歓
迎の言葉、歓迎の歌に喜びいっぱいの
入園式でした。

畿央大学畿央大学

「平成２０年度、第３０回入園式」
が行われました
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受験人口の減少から大学入試は全入時代に突入
し、志願者の多くが国立大学や一部の難関私大に
集中する、いわゆる一極集中傾向が年々顕著に
なってきました。畿央大学でも、既設の学部・学
科で志願者は減少傾向を示しました。特に教育学
部で大きな減少となっています。一方、新設の看
護医療学科は初年度から人気が高く、多くの志願
者を集めました。大学全体の志願者数は前年に比
べて５％の小幅な減少にとどまり、多くの私立大
学が大幅に志願者数を減らす中、畿央大学のオン
リーワン路線が評価された結果であると思われま
す。
公募推薦入試の志願者数は、各学科で２割から

４割の減少となりました。受験生全体の推薦入試
離れや、相次ぐ同系統の学部・学科の新設などが
原因として考えられます。一方新設の看護医療学科は、健康
科学部の中では理学療法学科に次ぐ志願者数となりました。
一般入試でも推薦と同様の傾向が続き、特に理学療法学科と
現代教育学科で大きく志願者数が減少しました。倍率の面で
も軒並み昨年度を下回り、高倍率が続いていた理学療法学科

でも設置後初
めて１０倍を割
り込みました。
一方、看護医
療学科では社
会人入試にも
５人の出願が
あり、２名の
方が入学をは
たされました。

２００８年度募集結果について

２００８年度 畿央大学入学試験結果（合計）

倍 率合 格 者受 験 者
増 減

志 願 者
定 員学 科学 部

２００７２００８２００７２００８２００７２００８２００７２００８

１１.８８.４１５０１７７１７７０１４９０－２８３１８００１５１７６０理学療法

健康科学
－３.７－２２１－８１４８３１－８３１８０看護医療

３.８３.６１９０２２２７２４７９３７６７４６８２２７０健康栄養

１.３１.２１５１１３７１９０１６４－２７１９２１６５４５人間環境

４.７２.５４１６４４１１９３６１０８６－８６１１９７６１１１５１４５現代教育教 育

５.１３.６９０７１１９８４６２０４３４７－２６４４７１４４４５０４００計

看護医療学科の募集好調

２００９年度募集早くも開始
２００９年度募集が、３月２９日のオープンキャンパスを皮
切りにスタートしました。桜の咲き始めたキャンパスに、
保護者の方も含めて約１５０名の方が来場され、入試ガイダ
ンスでは大学紹介や、初公表となる２００９年度入試日程・
入試概要（予定も含む）について説明を行いました。参
加者の約７割が初々しい新高３生とあって、春休みムー
ドがただよう中にも「入試にむけて、何かつかんで帰ろ
う！」という熱気の感じられた一日でした。
２００９年度入試概要は、６月中旬頃に発表の予定ですが、
変更点やトピックスなどは、今後ホームページなどで更
新していく予定です。入学センターブログとあわせてご
らんください。
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３月１９日「第２回卒業証書・学位記
授与式」（卒業式）が畿央大学冬木記
念ホールで執り行われました。この日
はあいにく曇り空でときおり小雨が降
る中で挙行されましたが、ホールには
健康科学部の卒業生と保護者、卒業生
を送る側の教職員、在学生、そしてお
祝いに駆けつけていただいた来賓の
方々が朝早くから集まり、振り袖や袴、
なかにはあでやかなチマチョゴリに身
を包んだ卒業生でキャンパスは一気に
華やぎ、お祝いムード一色に染まりま
した。
卒業式は厳かに進行し、「我ら永久に

輝け」と歌う学歌斉唱のあと、冬木智
子学長と金子章道・健康科学部学部長
から卒業生一人ひとりに「おめでとう」
というお祝いの声とともに卒業証書・
学位記が手渡されました。

冬木学長は学
長式辞の中で、
畿央大学２期生
２１１名の卒業に
あたり「感動の
ない仕事に成功
はない」という
言葉を贈り、「いつまでも研鑽をし、
生命の尊厳を根本に世界中に幸せを広
めてほしい」と呼びかけました。それ
が、「徳をのばす」「知をみがく」「美
をつくる」という建学の精神の具現化
になり、感動をもって生きることにな
ると話されました。
在学生代表送辞のあと壇上に立った

卒業生代表は答辞のなかで「新しい大
学を作るんだという意気に燃えてい
た」と回想し、１期生とともに２期生
もパイオニア精神を発揮して学習やイ

ベントなどに積極的に取り組んできた
ことを思い出として語りました。その
姿勢は社会に出ても大いに生かされ、
２期生の活躍につながることでしょう。
卒業式の後、各学科・専攻ごとに記
念写真を撮りましたが、キャンパス内
では学生生活を共にした友人との別れ
を惜しんでグループごとに写真撮影を
したり、つきない思い出を語り合った
りする姿が見られました。
式の様子は当日の奈良テレビ１８時か
らのニュース番組でも放映されました。

卒業式の日の３月１９日午後３時半か
ら、卒業生と教職員がホテル日航大阪
に集い、「第２回畿央大学卒業パー
ティ」が開かれました。
金子章道・健康科学部学部長は開会

あいさつで「卒業証書をもらう卒業生
の目がみんな輝いていた」と話し、参

加者のカードに書かれていたメッセー
ジ「Ａｈｅａｒｔｆｕｌｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓｔｏｔｈｅ
ＳｅｃｏｎｄＫｉｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｇｒａｄｕａｔｅｓ」を
読み上げました。続いて、理学療法学
科の今井至学科長、健康栄養学科の南
幸学科長、人間環境デザイン学科の三
井田康記学科長から、４年間の学生生

活をねぎらい、社
会における活躍
を期待する激励
の言葉が贈られ
ました。上杉孝
實・教育学部長の
音頭でお祝いの
乾杯をしてから
は、卒業生は友人
や恩師と尽きぬ
思い出や今後の
人生を語り合い、
笑顔をいっぱい
ふりまきながら
の写真撮影がい

つまでも続きました。
パーティの途中では、４年間のアル
バムを編集したスライドショーや教育
学部２回生デュオの透きとおった歌声
も披露され、思い出深いスライドには
大きな歓声が湧きました。
卒業生にとって、学生生活最後の思
い出として心に刻まれた貴重なひとと
きとなったようです。卒業生は今後同
窓会のメンバーとして活動することに
なります。

畿央大学2期生が
卒業しました

「卒業パーティ」で社会への門出を祝う

畿
央
大
学
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今春卒業した２期生は、理学療法学科、健康栄養専攻、人間環
境デザイン専攻すべての学科・専攻で、就職を希望していた学生
全員が就職しました。健康栄養専攻では３名が国公立大学の大学
院へ進学しました。１期生に続き最高の実績をあげました。
去年１年間の就職活動概要を学科専攻ごとに紹介します。
理学療法学科は、６４名が卒業しました。７月までの病院実習を
終え、夏休みから就職活動に入りました。理学療法士に対するニー
ズは低くなっているという風評が流布していますが、本学には前
年より２０％増の求人票が来ました。９月に最初の内定者が出て１２
月までに多くの学生が病院に内定しました。一方、３月まで慎重
に就職活動に取り組んだ学生が多かったことが今年の特徴でした。
４月上旬に理学療法士の資格を取得し、現在、本格的に病院で働
き始めています。１期生、２期生合わせて全国９０の病院（施設は
２）に就職したことになり、畿央大学のネットワークがさらに広
がりました。
健康栄養学科では、３回生の秋から、食品メーカーなど一般企
業の就職活動がスタートしました。そして４回生の春は委託給食
会社、そして秋は病院・施設などの採用試験が順次行われました。
１期生以上に内定の獲得時期が早まり、就職活動は順調に推移し
ました。しかし、納得できる業界職種を目指して１年以上就職活
動に時間を費やした学生もいました。就職先としては、委託給食、
病院、施設、保育園、食品メーカー、商社、小売、フード、ド
ラッグストアなどです。複数内定をもらった学生も多く、最高で
５社の内定を獲得した学生もいました。
人間環境デザイン専攻の２期生も健康栄養同様、３回生の秋か
ら就職活動がスタート。春休みが企業説明会ラッシュで、５～６
月が内定のピークでした。早期から活動に取り組んだことが成果
に現れ順調に進んだのが特徴です。建設、住宅、設計事務所、デ
ベロッパー、不動産、インテリア・建材メーカーや商社などに約
７割の学生が就職。それ以外にはアパレルや介護、ＩＴ、広告、印
刷、出版など、活動を通じて見つけた「夢」に向かって様々な業
界から内定を獲得しました。４回生の冬から春にかけては卒業制
作で学校に籠もる日々でしたが、「正社員で就職したい！」とい
う強い思いを持った未内定者も終了後活動を再開し、卒業までに
全員決まりました。「諦めずに頑張れば必ず結果が出る」という
ことを実感した１年でした。

＜１期生の活躍状況＞
●岩佐絵美さん（近森病院 勤務）
※卒業後１年ぶりに大学を訪ねてくれました。その時、後輩の
皆さんにメッセージをいただきました。

●渡邉星司さん（マクドナルド金閣寺店アシスタントマネージャー）
※卒業生の渡邉星司さんからメールでいただいたお便りを紹介
します。

２００７年度 卒業生の内定先
石切生喜病院、医真会八尾総合病院、宇治徳洲会病院、遠州病院、大阪回生病院、近江温泉病院、小澤病院、がくさい病院、刈谷豊田総合病院、河内総合病院、関西リハビリ
テーション病院、喜馬病院、京都九条病院、京都武田病院、京都民医連中央病院、紀和病院、遺徳会、合志病院、功有会、国保日高総合病院、済生会御所病院、済生会中津病院、
済生会奈良病院、桜橋渡辺病院、佐野記念病院、滋賀医科大学付属病院、島田病院、白浜はまゆう病院、新生病院、すばる魚崎の郷、聖マリア病院、星和台クリニック、関谷ク
リニック、摂南総合病院、千里リハビリテーション病院、宝塚第一病院、鶴見緑地病院、豊中リハビリテーション病院、栃木・太田原赤十字病院、ながさわ保育会、中谷病院、長
野中央病院、名手病院、奈良春日病院、奈良友紘会病院、西京都病院、西宮渡辺病院、西大和リハビリテーション病院、春木病院、阪堺病院、阪奈中央病院、東大阪山路病院、
広島総合リハビリテーションセンター、広島パークヒル病院、琵琶湖中央病院、博愛記念病院、平成記念病院、村山内科（徳島）、八幡中央病院、吉川病院、吉田病院 など

医療・福祉

旭製粉、アピデ、アンキッキ、石井工作所、一ノ坪製作所、井上天極堂、井上ニット、上野キャノンマテリアル、エスイー、エスフーズ、エンド商事、奥野製薬工業、オーカワ、近
江産業、オリバー、尾家産業、川島織物セルコン、カネハツ食品、カネ美食品、キューピー、久我、グリーンフーズ、クリニコ、シー・エス・ピー、昭栄、スカイ、シンコールコーポ
レーション、ツムラ、トレジャーアイランド、ナカザワ建販、浪速商工、ナブコドア、西利、日本インシュレーション、日本新薬、日本ハム近畿直販、不二サッシ、フジワラ、フジッ
コ、フードサービスネットワーク、文化シャッター、ブルボン、マルコマ、三基商事、ミズノ、山本珈琲、ヤマキ、ユーハイム、ユニソン、リスペクト、ロックフィールド、ワールドス
トアパートナーズ など

製造・商社・卸

一条工務店、エコリース、大倉建設、ＳＡＮＫＹＯＥＮＥＲＧＹ、サンビクトリー、シーズ不動産販売、スターツグループ、スタディオＳ.Ｅ.Ａ、住友不動産販売、セイクレスト、積水ハ
ウス、創造工舎、第一プロパレス、大和ハウス工業、大和リース、大和リビング、田中事務所、タマホーム、東海リース、東急コミュニティー、東建コーポレーション、東洋ハウジ
ング、中川企画建設、ナサホーム、日本エスコン、日本建設、バーンリペア、福屋工務店、フジ住宅、豊和開発、メノガイア、むつみ住建、村本建設、ワーキング・ビー など

建設・不動産

青木松風庵、愛眼、アルペン、ＡＢＣｃｏｏｋｉｎｇＳｔｕｄｉｏ、エームサービス、エーエムピーエム関西、オークワ、オリジン東秀、柿安本店、がとうぎゃらりぃ、関西スーパーマーケッ
ト、キリン堂、光洋、コックス、コノミヤ、サンドラッグ、サンエーインターナショナル、サンプラザ、シャトレーゼ、ジップドラッグ、セブンイレブンジャパン、たねや、ダイキン、
ダイショク、ツルヤ、テスティパル、トーカイフーズ、ナガタ薬品、ニッショードラッグ、日清医療食品、ハークスレイ、ハートフレンド、浜給、ファイブ・フォックス、マツヤスーパー、
マナベインテリアハーツ、益屋本店、万代、万福、三重トヨペット、三重ダイハツ販売、武蔵野フーズ、ライフコーポレーション、ローソン、レオックジャパン、ローゼン、若菜 など

小 売

アスコフーディコーポレーション、アペル、イートアンド、大戸屋、家族亭、かわべフードサービス、きちり、クリエイトレストランツ、幸楽苑、三光マーケティングフーズ、シェ
イプアップハウス、知久、大庄、ダイナック、ＷＤＩ、チムニー、デミック、東天紅、ドクターリセラ、ドトールコーヒー、東祥、長島観光開発、日本郵政グループ、日本マクドナルド、
日本レストランシステム、フォーシーズ、ピュア、メディケア・リハビリ、モンテーローザ、ヤタロー、ワタミ
津市消防局

サービス・
自治体

ＳＦＣＧ、ＮＤＩコンピュータサービス、近畿産業信用組合、グラフィック、ＫＴＣ外語学院、コンプライド、ＪＩＰテクノサイエンス、第一生命保険、東和印刷、トランスコスモス、奈良
県農業協同組合、南都銀行、ハイテクシステム、バスコス、名鉄運輸 など金融・情報・広告

大阪市立大学、京都府立大学、愛媛大学進 学

２００７年度 就職状況

４年間を奈良で過ごし、地元の高知で就職をしました。あっ
という間に新人という時期が終わり、もうすぐ２年目になろ
うとしています。私の就職した病院は理学療法士の人数が県
で一番多く、たくさんの先輩方からのアドバイスやフォロー
で働きながら勉強させていただいています。患者様は急性期
の方が多く、一人一人の方
と過ごす時間は短いことが
多いですが、その分どのよ
うに関わっていくかを考え
ながら勉強していく大切さ
を実感しています。臨床で
は時間の流れがとても早い
ので、１日１日を大切に！！

キャリアセンターの皆さんこんにちは！ １期生、マクドナ
ルドの渡邊です。この前の学祭ではお会い出来なくて残念で
した。昨日は仕事が休みで、久しぶりに学生時代のメールボッ
クスを見ていました（暇人ですね）。企業からのメールと、キャ
リアの先生とのやり取りがほとんどだったんですけど、僕
すっごい就職活動頑張っていました。それを思い出すと、今
の仕事に対するモチベーションも少し上がりました。何より、
キャリアの先生にめちゃめちゃお世話になっていました。今
でも、本当に感謝しています。今はまだ社会人として大成し
ていないので恩返しなんてまだまだ出来そうにないですが、
これから就職活動をしていく３・４期生に、何か役に立つ事
が出来ればと思い、メールしました。もし何かあれば、いつ
でもどんな事でもいいので声かけて下さい。
皆様にもよろしくお伝えくださいませ。風邪にも気をつけ

て下さいね。
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教育学部新入生の宿泊研修は、南紀串本で行われました。バスで現地
に到着、午後２時半より、コミュニケーション・ワークを行い、学生が

相互に、また学生と教員が互いに知り合うとともに、
大学生活４年の生活目標を立てました。夜は、学部長
の話の後、教員や、同行した２、３回生の先輩と、科
目の履修や資格取得などについて話し合いました。２
日目は、体育館で身体を使ってのコミュニケーション・
ゲームでなかまづくりを進め、そのあと好天に恵まれた海浜で、砂の造形活動を行いました。ケー
キ、船、前方後円墳、城、蛙、ハートなど様々な作品がグループの協力でできあがりました。

現代教育
学 科

砂の造形などでなかまづくり

健康栄養学科の宿泊研
修は、近鉄新大宮駅近く
の奈良ロイヤルホテル集
合から始まりました。初
日午前は、前日に作成し
た壁新聞を投影しながら
班ごとに自己紹介を行い、
クラス全員の交流を深め
ました。午後は、班ごとに分かれての奈良散策のあと、午後６
時からホテル担当者の指導を受けながらのテーブルマナー講習、
その後は担任との交流を深めるクラスアワーを行いました。翌

５日は、前日の奈良散策
の結果発表を班ごとに携
帯電話で撮った写真を投
影しながら行い、昼食後
解散しました。忙しい日
程でしたが、新入生たち
はこの宿泊研修で大いに
親睦を深めた様子でした。

来たる４月４日・５日と、
人間環境デザインは宿泊研修
で岡山へ行ってきました！！
人間環境の学生たちにとっ

て、様々な建物や街並み、そ
して人の営みを実際に見聞き
し、吸収することはデザイン
を生み出す源泉となります。
今年は、
・江戸時代の庶民の教育の
場となった旧閑谷学校

・日本三名園の一つ岡山後
楽園

・自己紹介ゲームやクイズ
など、２回生によるレク
リエーション

・繊維のメッカ、児島のジーンズ工場見学
・歴史の香り漂う倉敷美観地区での自由散策

と、盛りだくさんの５つのプログラムをこなしました。

健康栄養
学 科

人間環境
デザイン学科

奈良探訪で
交流を深める

理学療法
学 科

車窓から流れてくる長閑な風景と満開の桜は、新入
生の気持ちを和らげ、高野山へと案内してくれたよう
に思います。高野山大学、室寺先生の講演は、テーマが重く大きいだけに、新入生がどれくらい理
解できたか不安を感じました。しかし、ワークショップでのディスカッションは盛り上がり、学生
の積極的な発表と素晴らしい内容に感動しました。相手を思う「直き心・柔らかな心」、他者との
感情の共有の重要性を実感できたと思います。「病気になったら、みなさんのような理学療法士や
看護師さんにみてもらいたい」という講師のコメントは、目標をもって入学した学生に夢を与えて
くれたのではないでしょうか。クラス会では、先生や友人との心の触れ合いが、また、自由散策で
は高野山の自然に触れ、「いのちとこころ」のことをしっかり考える研修だったと思います。

看護医療
学 科

宿 泊 研 修

高野山の自然の中で
「いのちとこころ」を考える

岡山に
行ってきました！！
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頑張れ！看護医療一期生
４月２日看護医療学科一期生が入学し、
彼らの大学生活が始まりました。翌４月３
日には『メディア入門講座①』に緊張気味
の新入生が集まり、３～４人の班毎にＡ４
用紙１枚の班新聞をＷｏｒｄで作成、学内
ネットに電子提出するという課題が与えら
れました。制限時間は１時間半。新聞の内
容はメンバー紹介。

学生はパソコン上級者から初心者まで
様々。班を越えて操作方法を教え合う、他
班を偵察するなど、助け合い交流する様子
も見られ、静かだった教室も徐々に活気付
いていきました。最後には全２２班の新聞が
大スクリーンで紹介され、笑いと大喝采の
中で講義は終了。ユニークで楽しい班新聞
と、緊張が解けた学生の笑顔が出来上がり

看護医療学科

ました。
頑張れ！看
護医療一期
生！ 頼も
しいぞ！看
護医療一期
生！

教職をめざす学生たちは、２回生の後期
には、現代教育研究会の名のもと、教員の
指導を受けながら、互いに教師になったり
生徒になったりして、模擬授業を展開して
きました。３月１０日から１６日にかけては、
教員採用試験対策の講座が組まれ、そこに

も多くの２回生（健康科学部３回生も含む）
が参加しました。また、学校インターンシッ
プで活躍する学生も多く、３月１９日には、
その報告会が行われ、香芝市、大和高田市、
広陵町などの教育委員会教育長と畿央大学
学長の連名の修了証書を、健康科学部の学

教職をめざして

生を含め５２人が手にしました。

現代教育学科

毎週月・金曜日の夕方、大学の介護プロ
ジェクト「元気塾」に地域のリハビリの必
要な６０～７０歳代の方が来校され、コミュニ
ティホールでマシンを使って６ヶ月間リハ
ビリに励んでおられます。「元気塾」は健
康科学部の教員と学生が地域への貢献と勉
強の場を兼ねて行っています。健康栄養学
科の学生も教員や地域の栄養士さんと共に

参加し、食生活の面から利用者の方をサ
ポートしています。教室での勉強とは違っ
て、実際に接するのは初めての学生が殆ど
ですので、最初は何を話してよいか戸惑う
ようです。利用者の方の食事調査やアドバ
イス、理解の手助けとなるリーフレット作
りや栄養教室を教員や地域の栄養士さんと
進めていく中で、栄養士の仕事を体験し、

健康栄養学科

実感しながら学んでいます。

「元気塾」で仕事実感！

２期生は４年間の大学で学んだ集大成と
して卒業研究に取り組みました。教官の指
導のもとに各自で設定した課題にしたがっ
て、建築、インテリア、プロダクト、服飾
やビジュアルデザインまで様々な分野で製
図や模型制作から論文作成まで、多様な表
現方法の作品を毎晩徹夜しながら仕上げま
した。今年は学長先生のご実家の改修計画

や関西中央高校の耐震調査および改修計画
をさせていただいたり、奈良の地場産業で
ある靴下製造のくずを再利用したインテリ
ア用品を制作したりなど、すべての学生が
大健闘した卒業研究となりました。試行錯
誤しながらそれぞれの思いが込められた作
品になったのではないかと思います。きっ
とそれらは後輩にもいい影響を与えてくれ ることでしょう。

人間環境デザイン学科

大健闘！卒業研究

理学療法学科４回生は４月７日から５月
２８日まで１期目の総合臨床実習に参加しま
す。様々な施設で実施されますが、患者さ
んの状況を良く把握して基本的な治療など
を指導してもらいながら専門職として成長
する事に目標を置いています。これが終わ
ると息つく間もなく６月２日から７月２３日

まで２期目の総合臨床実習に参加します。
今までののんびりとした学生気分では乗

り切れない様々な出来事を体験しますが、
この実習終了後にはいちだんと逞しくなっ
た顔になって帰ってくる事を期待していま
す。

専門職への最終ステップ（総合臨床実習）
理学療法学科



KATOREACOMMUNICATIONREPORT

―― 8――

平成２０年３月２６日に香芝市と、同
年４月３日に大和高田市と、「包括的
な連携協力に関する協定」を締結し
ました。
この協定は、両市におけるまちづ

くり、都市計画、健康づくり、子育
て支援や教育等の、畿央大学におけ
る教育及び研究の、それぞれの充実
発展を目指して、両市と本学が相互
に連携協力するものです。本学では、
これまでからも地域との連携協力を
大切に考えてきましたが、それをさ
らに一層前進させ、地域と大学の両

者の活性化を、様々な分野において
共に考え、実行していきます。
また、この包括協定に併せて、両市

の教育委員会との連携協力に関する
協定と両市の幼稚園及び小・中学校

への学校インターンシップによる学
生派遣に関する覚書も締結しました。
学校インターンシップ制度は、す
でに平成１９年度から実施しています
が、今回の協定を機に、益々の充実
が期待されます。
なお、教育委員会との連携協力に
関する協定と学校インターンシップ
に関する覚書は、広陵町、宇陀市と
も締結しています。

平成１９年度文部科学省の学生支援ＧＰに採択された健康支
援システムの活動が開始されました。まず、１１月２９日と１２月
６日に奈良県立医科大学准教授の金内雅夫先生（現本学教授）
をお迎えし、「もしかしたら、あなたも生活習慣病？」をテー
マに、続いて２月２２日には同じく奈良県立医科大学教授の飯
田順三先生をお招きし、「青年期心性と心の病」をテーマに
それぞれ講演していただきました。これらのセミナーを通じ
て参加者は、日常の食事や運動を適切に行うことの大事さや
青年期特有の情動や心性、青年期に見られる心の病について、
理解を深めることができました。
さらに、２月９日に横浜で開催された「ＧＰ合同フォーラ

ム」に出展し、本学
の活動内容を学外に
紹介しました。学内
においては４月のオ
リエンテーションの
中で健康支援システ
ムの紹介をし、学生
の積極的な利用を呼
びかけています。

２００８年４月からは実際に学生が自分の健康情報をＫｉＴｓｓ
（畿央大学総合支援システム）に入力し、管理できる健康支

援システムが稼
働し、「ヘルス
チェックカレン
ダー」と「身体
機能」について、
自分の測定データを一覧表としてみることができるようにな
りました。夏までには健康診断結果や心理健康検査結果、健
康意識調査結果（食生活、生活リズム）が一覧表で確認でき
るようになる予定です。これらのデータのうち、健康診断や
体組成、骨密度については測定機器から直接ＫｉＴｓｓに取り込
まれ、他のデータは学生が自分で測定したデータを画面上か
ら入力します。
さらに、健康情報を折れ線グラフやレーダーチャートで表
示し、健康状態や生活リズムの改善の経過が一目でわかるシ
ステムを開発する予定です。
また、学生が自律的に健康を管理し、生活を改善すること
ができるよう、関連する授業のなかでも健康支援システムの
活用法について指導
するほか、健康支援
センターでも健康に
関する相談を受け付
けます。
なお、６月５日（木）
には冬木記念ホール
で、１回生全員を対
象に「禁煙」をテーマ
にした「健康意識啓
発セミナー」を開催
します。

畿
央
大
学

一覧表による表示の例

香芝市での調印式 大和高田市での調印式

香芝市・大和高田市との
包括的協定が締結されました

テ に いて

「ＫｉＴｓｓ健康支援システム」がスタート

これまでの活動
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教員・保育士を志望する本学学生や
卒業生が教職に就くための様々な活動
を支援する教職支援センターが誕生し
ました。センターには、スタッフが常
駐し、各校種等（保育所、幼稚園、小
学校、情報科、家庭科、養護教諭、栄
養教諭）を担当する指導教員とともに、
教職を志す学生への支援を行います。
相談、手続き、情報収集など、気軽

に利用してください。

採用試験関連業務
○教職ガイダンス、採用試験対策の
ための各種講座の企画・運営

○教職志望学生へ
の指導・助言

○採用試験に関す
る情報や資料の
収集・提供

○教職に関する学
生の自主的活動
への援助

実習関連業務
○実習手続き（介護等体験を含む）
・学生の申込み手続き、実習校・
機関との連絡調整、教育実習に
必要な検診等の連絡調整など

・実施中の窓口

学校インターンシップ業務
○学校インターンシップに関する企
画、運営
・学生の申込み、実習校との連絡
調整、活動記録の回収等

畿央大学
教職支援センターが誕生

4月より基礎教育センターを開設しました
英語・数学・物理・化学・生物の各

科目担当の学習アドバイザーが常駐し
ています。高等学校でこれらの科目を

履修しなかった人はもちろんのこと、
特定の分野のみ苦手な人、得意分野を
さらに発展させたい人、本学専門科目

の理解の助長に、さらに、国
家試験・資格試験対策まで、
分野や回生を問わず、また、
学習到達度の程度を問わず、
本学の学生であれば誰でも利
用できるセンターです。
相談は、個人でもグループ
でも結構です。科目毎に学習
アドバイザーが指導します。
基礎教育センターは、Ｋ棟２

Ｆにあります。自習スペースも設け、
各種問題集や参考書も取りそろえてい
ます。積極的に活用してください。

きているＩＣカード（ＦｅｌｉＣａカード）を、
畿央大学の学生証と先生方の職員証に
導入しました。各講義室の入口に設置
したカードリーダに学生証をかざすと
出席処理がされるようになりました。

また、健康支援プロジェクトの体組成
計を利用する際の個人認証処理や、学
内のオープンスペース各所に配置予定
の「どこでもＰＣ」のログインにも使え
るようになります。

ＩＣカード導入

最新キャンパス情報をお届けする
「ＫＩＯ’ＳＳＭＩＬＥＢＬＯＧ」が誕生！
２００８年２月 畿央大学ホームページ
にもついにブログが誕生しました。学
長の話を始め、大学で開催したイベン
トの報告やクラブ活動の様子、就活レ
ポート、ボランティア活動情報など、
キャンパスでの日々の出来事を教職員
や学生の言葉でお届けしています。

動き出したばかりで今はまだ記事も
それほど多くはありませんが、たくさ
んの方に畿央大学のいろんな顔を知っ
てもらえる場となるようにこれからど
んどん充実させていきますので楽しみ
にしていてください！ ［ＫＩＯ’ＳＳＭＩＬＥＢＬＯＧ］

http://www.kio.ac.jp/information/

今年度より、クレジットカードや交
通機関のカードなどで一般的になって
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２００８年４月からの看護医療学科開設
に向けて建築工事を進めていた新棟
（Ｋ棟）が完成し、３月１８日に竣工式が

執り行われました。
式典には冬木理事長を

はじめとする畿央大学関
係者、設計や施工を担当
した「株式会社 日建設
計」および「株式会社 竹
中工務店」の代表、地元
自治会代表の方々など約
５０名が参加し神事が行なわれ、完成を
祝いました。
このＫ棟は、延べ床面積２９９４㎡で、

地下一階、地上二階建て。一階には実
際の医療現場を体験できるような看護

実習室が設置され、二階には指導教員
の研究室やゼミ室があります。また地
下には収容人員８０名から３００名までの
大小の講義室があり、用途に応じて柔
軟に使用できるようになっています。

畿央大学健康科学部人間環境デザイ
ン学科２・３回生の演習講座「プロジェ
クトゼミ」の三井田ゼミは、桜井市三
輪地区を対象にして、ワークショップ
を行っています。このワークショップ
は住民参加のもとに三輪駅前を具体的
にデザインしようという「三輪駅前広
場デザインゲーム」で、昨年の１０月か
ら約半年間かけて行いました。町の玄
関としての駅前広場に何が必要か、ま
ちづくりにとって何が大切か、駅前広
場が持つ役割や様々な立場から見て、
まちづくりにどんな役割をはたせるか
など、話し合いを何度も重ねました。
小学生から高齢者まで５０人以上の年齢
も立場もちがう人たちに混じって、学

生たちも活発に意見を述べ、「もてなし
の三輪駅前広場」という基本方針が決
まりました。
その後、現況調査を行い、やっとデ

ザインが完成しました。１３名の学生が
約１か月間、徹夜も時にはしながら仕
上げた広場の模型は、約２,０００㎡を１／
５０で作った迫力と、細部までこだわっ
たデザインが際立っています。模型を
使って住民の方にプレゼンテーション
を行う姿は堂々として、主催者側のス
タッフの一員に見まがうほどでした。
学生が考えたデザインがそのまま実現
されるわけではありませんが、住民の
方々の“夢”をひらかせるきっかけと
なりました。

「もてなしの三輪駅前広場」をみんなで考える集いに参加

１１月２３日、畿央大学にて平成１９年度
保護者懇談会を開催し、保護者様の関
心が高い学業や就職について大学の取
り組み状況を説明し、ご理解をいただ

くとともに、教職員との交流を
図りました。昨年度から開催し
２年目となりますが、今回も埼
玉、長野県さらに徳島県など遠
方からの参加者を含め、１２４名の
保護者にご参加いただきました。
冬木記念ホールでの全体会議では、

学長および後援会長の挨拶に続き、学
生生活の状況を紹介。その後各学科に
分かれ、就職支援および教育内容につ
いてご説明しました。保護者がクラス

保護者懇談会を開催しました

担任と個別に相談できる場も設定し、
日頃の不安や疑問などを解消していた
だきました。立食形式の懇親会では、
和やかな雰囲気の中で学生の様子など
を話題に、教員と保護者の方の交流が
深まりました。

BF

1F

2F新棟（Ｋ棟）が
完成しました！
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新校長挨拶
関西中央高等学校校長 藤本 眞喜子

「学舎の窓辺によれ
ば三輪山の…」から「万
葉の息吹漂う鳥見の高
台風薫る…」へと校歌
が変わって１０年目を迎
えようとしています。
お陰様で両校歌を知る

私も古参教員の一人として本校の歴史の一
端を担わせていただいております。
冬木学園に奉職して３１年目。思い返せば、
妹のような生徒たちへの指導に戸惑った教
師初年。学級を任され、試行錯誤を繰り返
し続けた担任時代。部活指導で部員ととも
に汗を流し、敗戦の悔しさを味わった顧問

時代。中でも教師生活の半分以上携わった
生徒会指導は、私に勇気と活力を与えてく
れました。文化祭の生徒会企画として初め
て１号館の西側壁面に空き缶を使って描い
た「ビッグアート」は、生徒会役員と先生
方が休日を返上しての意気込みで、開催前
日の完成を生徒とともに喜びあった光景は、
生涯忘れることはありません。
また、教務部に移ってからは、時代と生

徒のニーズに応えるための「コース制の導
入」、その後の「特進コースの開設」、「男
女共学の開始」へと体制が進められ、それ
に伴う教育課程の改変作業に頭を痛めまし
た。

今回の受賞は教科研究や生徒指導に高い
評価を得たわけでもない浅学非才な私を推
薦していただいた冬木智子理事長先生や
「教師に必要なのは、常に生徒の目線でもの
を見つめ、生徒の立場でものを考えよ」と
ご指導いただいた多くの先生方のお陰と感
謝しております。
しかし、私は、この賞を個人に対するも

のではなく、生徒を愛し厳しさと温もりの
信念で自立と社会に貢献できる人材の育成
に励まれている本校教職員全員に贈られた
ものと確信し、あらためて感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

冬木隆治

「ｉ－ｓｅｅｋ」講座は、隔週土曜日に９０分授
業２コマを自己探求型学習スタイルの講座
として今年より始まりました。これは、生
徒自身が自己の可能性をいかに伸ばすかを、
自ら考え学習し成長していくことを目的と
するものです。

そのために「Ｉｄｅｎｔｉｔｙ自分」、「Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
知性」、「Ｉｎｔｅｒｅｓｔ興味」の３つをテーマとし
て各生徒が自分を磨くことに重点をおいた
授業を展開しています。
具体的には、アスリートコースの生徒に

ついては部活動に、特別進学コースについ
ては学習に取り組みます。スタンダード
コースについては、１年生は文化芸能探究
として「琉球國祭り太鼓」に、２年生は自

然探究として今年は「竹炭
づくり」に取り組みます。
これには、畿央大学健康科
学部人間環境デザイン学科
の三井田先生、長井先生お
よび２回生を中心とした学
生１２名、教育学部の渡辺先

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「ｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉ－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｋｉ－ｓｅｅｋ」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座講座

生と奈良県立野外活動センターの協力をい
ただきます。３年生はキャリア探究講座「情
報教育と小論文・面接対策」として、情報
教育においては、ワードとエクセルのスキ
ル向上に向け各種の認定試験に、小論文・
面接対策においては、就職試験対策、ＡＯ
入試・公募推薦入試対策等に取り組みます。

「お早うございます。」「お早う。」明る
く元気な挨拶が校内に響き渡っています。
学校は今、初々しい新入生を交え、生徒
達はそれぞれの夢に向かって学習に部活
動に励んでおり、力強いエネルギ－が溢
れています。先生方の弛まぬ指導のもと、
生徒達の健やかな成長を頼もしく感じて
いるこの頃です。
私はこの度校長として奉職させて頂く
ことになり、その責務の重大さを噛み締
めています。
生徒一人一人が、自信と誇りを持って、
社会に貢献できる人として巣立っていく
ための基礎基本をしっかりと培い、未来

に向かって逞しく生きる力を養ってやり
たいと思います。そして生徒達が満足し
てくれるような、更に良い学校にして行
くために最善の努力をしたいと考えてい
ます。生徒達の未来のために、自分に課
せられた使命を全うすることが出来ます
よう、常に「明るく、前向きに、根気強
く」微力ではありますが、先生方ととも
に取り組んでいく覚悟です。前任の校長
先生同様よろしくお願い致します。
私は、高校が充実の機運に満ちた創立

１０周年の年に赴任し、爾来、理事長先生
初め、情熱溢れるすばらしい先生方に育
てて頂きながら、青春の日々をこの学校

で学び巣立っていった多くの生徒達と共
に今日まで歩んでまいりました。
冬木智子理事長先生が、教育に対する

強い信念のもと、築き上げてこられたか
けがえのない冬木学園を、今後は更に畿
央大学・付属幼稚園との連携を深め、そ
れぞれの教育内容の充実を図りながら、
力強く発展し続ける学園として歩んでい
くための一翼を担うべく努力したいと考
えています。
高校創立４５年目の今年を、「学校再建元

年」と位置づけ、より質の高い教育の実
践に向けて新たなスタ－トを切りました。
目指すべき教育の目標を「徳をのばす

知をみがく 美をつくる」の建学の精神の
もと、好奇心、探求心、創造性を持った
自立と社会貢献出来る人材を育成するこ
とといたしました。一人一人の生徒が、
輝かしい青春の日々を、ありったけ満喫
しながら、未来への確かな展望をもって
邁進してほしいと切に願っています。

平成１９年度文部科学大臣優良教員
表彰に冬木隆治教諭（現本校教頭）

本校の冬木隆治先生が、昨年度、文部科学大臣優良教員の表彰
を受けられました。今年度から教頭に就任された先生に、受賞
の喜びと本校への思いを寄せていただきました。
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平成２０年度 関西中央高等学校就任教職員自己紹介
います。

②華道（五明流）
③「人生は困難があるから面白い！チャレ
ンジするから楽しい！」をモットーに、
挑戦者になれ！ と言っています。生徒も
教員も“実験と冒険”する学校にしたい
と思っています。

常勤講師・英語科担当

宮 裕治

①中学校・高校・予備校・短大・大学にわ
たる？十年の講師経験を生かし、君たち
に楽しく英語を教えていきたい。

②読書、映画（ビデオ）鑑賞、テニス、ウォー

①就任にあたっての抱負
②趣味
③生徒へのメッセージ

副校長

山田 純二

①岐阜県において民間人校長を任期満了し、
４月から関西中央高校にお世話になるこ
とになりました。歴史と伝統ある冬木学
園において、勤務するにあたり、喜びと
プレッシャーを強く感じています。学園
の明日への飛躍の一助になればと考えて

キング、スノーボード。
③「受験英語」なんてのはありません。しっ
かりと基礎・基本を固めれば、大学入試
（センター試験も含めて）に対応できます。
周りは日本語だらけなので、少しでも英
語に触れる機会を増やしてほしいです。
君たちの英語に対する好奇心をかきたて
るような授業を心がけたいです。どんど
ん「つっこんで」ほしいです。

地歴・公民科担当

前川 泰之

①周りの先生方だけでなく、生徒たちから
も色々なことを学びたいと思います。そ

今春の本校生の大学、短期大学への
進学率は６０％となっており、年々進学
者数が増加しています。コース別に見
ると、特別進学コースは９４.４％、進学
コースは７２.７％、標準コースは４５％で
した。中でも、特別進学コースでは国
立大学合格者２名を出すことができま
した。一般入試に狙いを定めて各私立
大学の前期試験のみならず後期試験ま
で粘り強く受験したので結果を出せた
と思われます。

特別進学コースでは、０時限・８時
限を１年次から開講し、早くから大学
受験を意識させた授業の展開を試みま
した。３年次の大学受験校が決定する
頃の模擬試験の判定がＤやＥ判定でも
諦めるのではなく、過去の問題を中心
に徹底的に実践力をつけていくことが
実力アップにつながりました。国公立
大学を目指す生徒においては、特別に
強化科目と位置づけた教科の補強を
行ったり、また、予備校との連携にお
ける英語教材を利用したり、外部講師
を招いての講座を設けたことにより、
徐々にですが英語力がつきました。夏
期合宿や進学補講において、基礎学力
の補強を徹底し、入試実践問題に取り
組んだことは大きな成果となりました
が、何よりも日々の学習に最も力を入
れており、一日ごとの目標設定を掲げ、

平成１９年度 大学・短期大学合格者状況
私 立国 公 立

２京都光華女子大学１高知大学
１京都精華大学１三重大学
１種智院大学私 立
１神戸芸術工科大学９畿央大学
３奈良大学１立命館大学
３奈良産業大学３龍谷大学
６帝塚山大学１京都産業大学
７天理大学７近畿大学
１皇學館大學１摂南大学
１同朋大学４追手門学院大学
２帝京大学２桃山学院大学
１上海外国語大学１大阪大谷大学

医 歯 薬５大阪学院大学
１大阪大谷大学（薬）１大阪経済大学
８５大学 合計１大阪人間科学大学

私立短期大学・私立短期大学部４大阪産業大学
２大阪大谷大学短期大学部１大阪商業大学
４大阪産業大学短期大学部１大阪体育大学
１大阪樟蔭女子大学短期大学部１関西福祉科学大学
１東大阪大学短期大学部４四天王寺大学
１白鳳女子短期大学２羽衣国際大学
９短大 合計２阪南大学
９４総 合 計１平安女学院大学

＊既卒者を含む１大谷大学

平成１９年度 進路結果報告
到達するまで学習するというスタンス
が大きな成果をもたらしたのではない
かと思われます。

進学・標準コースでは、ＡＯ入試か
ら指定校推薦入試、公募推薦入試等の
受験制度を利用した結果、実績を出せ

たと思われます。特に、夏休みを利用
してＡＯ入試対策講座等を開講し、徹
底した個別指導を行い、さらに面接と
小論文対策においては繰り返し練習を
行い、ＡＯ入試を積極的に受験したこ
とで、予想以上の合格者が出たのも今
年の大きな特徴だと言えるでしょう。

専門学校進学一覧
人数進 学 分 野
８医療系
６情報系
２商業系
１理・美容系
１芸術系
２ホテル・ブライダル
１農業系
１自動車整備系
１スポーツ系
１その他
２４合 計

就職状況一覧
人数地 域
７奈良県
３大阪府
１三重県
２その他
１３合 計
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のために、常に“学ぶ”姿勢を忘れずに
授業・部活・生徒指導に関わっていきた
いです。
②筋トレ・スノーボード
③苦しいことも・つらいことも全ては自分
のために！ これからの高校生活の中で
苦しいことやつらいこともあると思いま
すが、何事も自分に対しての試練だと
思って乗り越えましょう。

常勤講師・英語科担当

丸谷 七重

①英語を好きになってもらえるように、丁
寧でわかりやすい授業を展開していきた
いと思います。よろしくお願いします。
②海外旅行、スキューバダイビング、スポー
ツ観戦

③Ｔｈｅｒｅｉｓｍｏｒｅｉｎｙｏｕｔｈａｎｙｏｕｔｈｉｎｋ.
「自分の心の中には、あなたが思っている
よりも力がある。」何事にも日々前向き
にチャレンジして下さい。そして高校生
活を素敵なものにしましょう！

情報科担当

馬渡 睦美

①みなさんが楽しく、充実した学校生活を
送ることができるように、全力で応援し
ていきたいと思っています。

②音楽鑑賞、手芸
③これからみなさんは、沢山の人たちとの
出会いがあると思います。その「出会い」
というものを大切にしてください。きっ
と、これからのみなさんの人生にとって、
大切な財産になると思います。

事務・図書館司書

竹本 知代

①４月の人事異動により畿央大学より参り
ました。事務室と図書館、どちらの業務
にも精一杯励んでいきたいと思っており
ます。

②音楽（鑑賞・演奏・体感♪）、旅行、茶道
③何か打ち込めるものを見つけて挑戦して
いってください。その中で、自分自身の
変化や努力する楽しさを少しでも感じて
もらえたら嬉しいです。それから、たく
さんの本を読んで感性を磨いてください。
皆さんがすばらしい本に出合えるよう私
も頑張ります。図書館で皆さんとお出会
いするのを楽しみにしています。

４月１７日（木）、関西中央高校がＮＨＫ奈良放送局（デジタル総合・総合Ｕ
ＨＦ）の番組「ならナビ」で取り上げられました。「ならナビ」は、奈良の
「いま」をナビゲートするＮＨＫ奈良のニュース情報番組です。１８時２８分頃か
らの「放課後バンザイ」というコーナーで、本校の部活動が紹介されました。
当日は数ある部活動を限られた時間の中で一挙に紹介するため、野球部、剣
道部、ソフトテニス部、バトントワリング部、放送部の部員が講堂に集まり、
リレー方式でそれぞれの活動を紹介する方法がとられました。
午後３時にはＮＨＫのスタッフの方々が中継車で来校し、前庭には中継車の

高いアンテナが伸ばされました。スタジオと本校をつなぐ二元中継は生放送
のため、失敗は許されません。放課後４時頃から多数の部員が講堂に集まり、
スタッフの方々と共に、綿密なリハーサルを行う中で、本番に向けて緊張を
高めていきました。
本番の中継では、部活動ごとに、主将や部長のインタビューをまじえなが

ら、日ごろの活動内容を実演しました。ほとんどの部活動がいつもとは異な
る場所での撮影となりましたが、日ごろ頑張っている姿を少しでも紹介した
いという思いで、いきいきとした笑顔を見せながら、甲子園、インターハイ
をはじめとする全国大会出場への決意や、さらなる新入部員の募集メッセー
ジを伝えてくれました。
中継はテンポ良く進み、若さと情熱あふれる１０分間の放送はまたたく間に

過ぎてしまいました。職員室でも、先生がワンセグケータイを心配そうに見
つめ、生徒達がしっかりと受け答えしている様子に安堵する風景が見られま
した。県内の各家庭に生中継されたこの放送をご覧になられた保護者の方々
や卒業生、在校生の皆さん、そして無数の一般視聴者の方々には、躍動する
関西中央高校の“いま”がいきいきと伝わったことと思います。

関西中央高校、
ＮＨＫテレビ
「ならナビ」に出演！！
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３月１日（土）午前９時から、
桜井市民会館で付属幼稚園恒例
の「生活発表会」が開催されま
した。年長さくら組の「マーチ
ング」に続いて第１部「歌と合
奏」、第２部「オペレッタ」、第
３部「和太鼓」と、華やかに、
しかも力強く、通園グループ、
年齢別クラス別に、また合同で、
日ごろの保育の成果を精一杯発
表しました。マーチング演奏で
使用した楽器を寄贈いただいた桜井市消防署の方々もご招待し、感謝
の意を表しました。当日は畿央大学教育学部のボランティア学生１４名
が裏方を務めてくれ、演技を盛り立ててくれました。

早春の匂い香る、暖かな絶好の日和
に恵まれた中で、３月１７日（月）午前

１０時から、平成１９年度、第２９
回卒園式が挙行されました。
父母の会、朝倉台自治会、冬
木学園それぞれご代表様、卒
園生のご家族様多数のご臨席
のもと、２８名の卒園生一人ひ
とりに、冬木園長から卒園証
書が手渡され、小学校にいっ
ても優しい心、有難うといえ
る人、作ることを喜べる人になってく
ださいと、はなむけの言葉が贈られま
した。最後に先生方に子どもたち一人

ひとりから花束が送られ、大きな拍手
で、思い出いっぱいのなつかしの付属
幼稚園を巣立っていきました。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会「生活発表会」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催開催

「平成１９年度、第２９回卒園式」が
挙行されました

１月２１日（月）、朝から桜井、宇陀方面は今冬一番の降
雪となりましたが、心配された通園バスの運行も、今年か
らスタッドレスタイヤを装備しましたので、一部バス停ま

での自家用車の運
行不可のところを
除いて、通常運行
ができました。登
園した子どもたち
は真っ白になった
景色に大喜びで、
早速雪合戦に興じ
ていました。

２月１日（金）、子
どもたち一人ひとり
が作った鬼のお面を
かぶって、新聞紙で
作った豆を元気よく
まきました。「福は
内」は風邪に負けな
い元気な子どもにな
りますように、「鬼は
外」は「泣き虫鬼」や「好き嫌い鬼」は外へ飛んでいけと、
それぞれの願いを込めてまきました。その後、自分の歳の
数より１つ多く、豆をみんなと一緒にいただきました。

雪合戦を楽しむ 豆まき
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平成２０年度 蘭友会総会が４月２０日（日）に開催されまし
た。この総会は、毎年４月の第３土曜日に開催され、今回で
４２回目を迎えました。今回の総会では、第１期生が還暦を迎
えられる年に当たるため、広く参加を呼びかけ、第１期生約
３０名の方々を含む多数の卒業生に参加していただけました。
開式のことばの後、萩元会長より「４２回という長きにわた
り、この会を続けることができましたのも、すべて会員お一
人お一人のお力の賜物であると思っております。これからも
より一層のご協力をお願いします」との挨拶があり、その後
名誉会長である冬木理事長先生より、「この４２回に至るまで、
かならずこの総会に参加し、卒業生の皆さんのお顔を拝見し
てきました。なつかしい顔があり、また新しい顔か増え、こ
の蘭友会がますます盛んになっていく有様を、たいへん頼も
しく思います。これからも会長さんを中心にしてこの会が、
より発展していくことを願っています」と挨拶されました。
萩元会長の長年の功績をたたえて、冬木名誉会長より、感
謝状が授与されました。
藤本校長より本校の現状などが報告され、その後平成１９年

度会計報告、役員改選、平成２０年度予算案の審議が行われま
した。最後に、萩元会長より、関西中央高等学校へ校旗を寄
贈した旨が報告されました。また、長年の懸案になっていた
同窓会館の建築に向け、本格的に始動することが確認されま
した。
次にアトラクションとして桂まめださんによる落語、千田
やすしさんによる腹話術などが披露され、会場は笑いに包ま
れました。
その後、会場をカトレアホールに移し、懇親会が行われ、
会員相互の親睦を深めることができました。

４月から入学センターのブログ、始めました。ここでは受験生のみ
なさんに入試情報や大学のちょっとした小ネタ・裏ネタをお届けして
います。せっかく畿央大学
のホームページをみにきて
くれた人に、ホットな情報
をお伝えできたらと思って
います。がんばって更新し
てますから、一度クリック
してみてくださいね。

ＯＰＥＮＣＡＭＰＵＳ２００８始まりました！
３月から畿央大学のオー

プンキャンパスが始まって
います。今年は全７日間の
日程に加えて、畿央祭と同
時開催のミニオープンキャ
ンパスや一般入試対策講座
などが予定されています。
畿央大学の学生は非常に元
気。参加者のアンケートで
も、「大学生活が楽しいもの
になる、活気溢れる明るい
大学だと思った」「教員や
学生の熱意がとても感じら
れた」「絶対にこの大学に
合格したい！と思った」な
ど、嬉しい声が寄せられて
います。日程と主な内容は
右の通りです。

オープンキャンパス日程とイベント内容

ＡＯ入試説明会、高校１・２年向け説明会開催！
●入試ガイダンス―４０日間受験勉強法―
●ＡＯ入試説明会―自分に合った方式で合格をつかもう―
●高校１・２年生のための先取りオープンキャンパス
●保護者のためのオープンキャンパス（２０日のみ）

ＡＯ入試過去問題配布！

7/19土，20日 １３:３０～１７:００（受付１３:００～）

ＡＯ入試説明会開催！
●入試ガイダンス―２００９入試はこうなる！―
●ＡＯ入試説明会―入門編「ＡＯ入試ってなに？」―
●保護者のためのオープンキャンパス

２００９年度大学案内＆入試ガイド 配布スタート！

6/15日 １３:３０～１７:００（受付１３:００～）

ＡＯ入試説明会、高校１・２年向け説明会開催！
●入試ガイダンス―秋からの受験対策―
●ＡＯ入試説明会―最終チェック！面接＆小論文ワンポイントアドバイス―
●高校１・２年生のための先取りオープンキャンパス
●保護者のためのオープンキャンパス（２４日のみ）

ＡＯ入試過去問題配布！

8/23土，24日 １３:３０～１７:００（受付１３:００～）

公募推薦入試問題分析講座開催！
●入試ガイダンス―募集要項説明＆直前期の受験勉強―

２００９年度募集要項・願書配布スタート！

9/21日 １３:３０～１７:００（受付１３:００～）

公募推薦入試小論文対策講座開催！
●入試ガイダンス―推薦入試直前ガイダンス―

10/19日 １３:３０～１７:００（受付１３:００～）

ＯＰＥＮＣＡＭＰＵＳ２００８始まりました！

平成２１年度 園児募集要項
募集人員 ３年保育（３歳児・満３歳児を含む）６０名

２年保育（４歳児）・１年保育（５歳児） 若干名
受付期日 平成２０年７月１日（火）午前８時３０分より

定員になり次第締め切ります。
出願方法 所定の入園願書に選考料３,０００円を添えて提出してください。
提 出 先 学校法人冬木学園 畿央大学付属幼稚園

〒６３３‐０００４桜井市朝倉台西５丁目１０９３の３２１
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０７４４（４５）０１５１

そ の 他 詳細については、直接園に問い合わせるか、
ホームページ「畿央大学付属幼稚園」をご覧ください。

蘭友会総会
関西中央高等学校
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2008.5.1号
発行／学校法人 冬木学園

学園からのお願い
ご住所やお名前が変わられた際は、
お手数ですが学園事務局までご連絡ください。

冬
木
学
園

Vol.16

冬
木
学
園
「冬木学園教育推進プロジェクト」始まる

畿央大学短期学部
同窓会会員（旧蘭桜会会員）
の皆様へ

理事長文集の続編発刊
新しい夢に「生きる」

冬木学園には「徳をのばす」「知を
みがく」「美をつくる」という建学の
精神があります。建学の精神を身につ
けた人材を社会に送り出していくこと
が冬木学園に働く教職員の使命です。
では、どのようにして…、ということ
を議論し、できることから具体化して
いくため、平成２０年４月に「冬木学園
教育推進プロジェクト」を立ち上げま
した。４月２８日の第一回会議を皮切り
に、定期的に会合を持ちながら、冬木
学園教育指針の策定、プロジェクト企
画、たとえば「学長と語る会」とか、

ホールを使ったイベント行事、冬木学
園の柱である畿央大学のブランド商品
の開発などを検討していきたいと考え
ています。
また冬木学園各校の連携も、このプ

ロジェクトの検討課題です。畿央大学
と関西中央高校、畿央大学と付属幼稚
園、そして関西中央高校と付属幼稚園
…。それぞれの教育資源（人、物、環
境）を有効に生かした、冬木学園なら
ではの取り組みを活発に行っていきた
いと考えています。プロジェクトメン
バーだけでなく、冬木学園に関わる

方々、教職員、生徒・学生、保護者、
卒業生のみなさんのご協力も、ぜひよ
ろしくお願いします。

若葉をいっぱいに付けた桜の木も美
しいものです。皆様お元気でお過ごし
でしょうか？
毎年、五月の母の日に開催していた

同窓会総会なのですが、本校の発展に
伴い、今年からは開催日も変わり、畿
央大学を卒業された方々と一緒に親睦
をふかめる機会がスタートしました。
これを期に今まで参加出来なかった方
も、毎回お越しいただいている方も、
懐かしい空間と新しい息吹きが同時に
味わえる、この大きく飛躍し続ける本
校同窓会総会に是非お集まり頂きたい
と思います。皆様のお越しを心よりお
待ちしています。

元蘭桜会会長 西沼示左子

平成１２年発刊の「生きる」に続いて、
冬木智子理事長の随想や式典での式辞
などの一部をまとめた文集を、学園の
創立記念日である本年５月２１日付で発
刊します。

畿央大学同窓会総会を下記の通り開催致しますので、奮ってご参加願います。な
お、参加頂ける場合は、1～4の項目を下記のメールアドレスまでご連絡下さい。
（締切：５月１６日）

記
日時：平成２０年５月２４日（土）１１：００～１２：００（総会終了後、懇親会を行います）
場所：記念ホール又は、学生食堂

参加連絡用メールアドレス：ｄｏｕｓｏｕｋａｉ＠ｋｉｏ.ａｃ.ｊｐ
→連絡事項（1、卒業年月 2、大学・短大の区別 3、学部・学科 4、氏名）

メールで連絡できない方は下記（同窓会事務局）までお電話下さい。
ＴＥＬ：０７４５‐５４‐１６０１（同窓会事務局）
※不参加の場合でも、住所・勤務先等の変更がございましたら、こちらのメールア
ドレスにご連絡願います。

※なお、平成１９年度より畿央大学と旧畿央大学短期大学部（含桜井女子短期大学）
の同窓会は統合され、畿央大学同窓会となっています。

※車でのご来場はご遠慮下さい。

―冬木学園創設者 冬木智子の心―

畿央大学同窓会では、同窓会設立１周年記念事業として、母校の教育研究の充実
に役立てていただこうと、「学校法人冬木学園への寄付金募集活動」を実施致した
く企画しています。本件記念事業に先駆け、畿央大学同窓会の特別会員であります
教職員の皆様に、ご支援を依頼したところ多数の賛同を賜りました。ここに厚く御
礼申し上げます。
途中経過ではありますが、４月２４日現在、ご寄付頂いた方々のお名前を掲載させ

ていただきます。（五十音順）
青木洋子 浅野恭代 池田雅代 伊藤明子 今井 至 今北英高
岩城啓子 上杉孝實 大城愛子 奥村亜希 粕井みづほ 金子章道
栢野新市 北野隆司 訓覇秋磨 小林八朗 齊藤功子 坂本暁美
佐藤昌子 島 恒生 白川光伸 竹下幸男 辰巳智則 鶴 敏郎
長井典子 中城 進 中山 順 野秋秀子 東 美千代 東山明子
樋口稔乃 廣瀬よし子 福島賢三 福森 貢 藤井利美 冬木啓子
冬木美智子 松田茂男 松本吉晟 南 幸 三好 環 村田浩子
村山 央 森 友彦 柳父立一 横山大輔 李 貞

畿央大学同窓会総会のお知らせ


