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　御入学おめでとうございます。
　青淵学園のスタッフ一同は無論、深谷市、千葉市の方々とと
もに皆様の御入学を心から喜び歓迎申し上げます。
　これからの４年間、皆様方は小中高時代とは異なり、未成
年と成人のはざまにあり、ある人は選挙権がありますが、飲酒
喫煙はできません。その状態は産毛が未だ残る雛鳥が巣の中
で羽ばたいて巣立ちの練習
をする状況と同じでありま
す。巣が家庭で、この学園は
枝で、深谷の地、幕張の地は
木ということです。
　これからの４年間で、皆様
は飛ぶことを学習して、木か
ら森へ、山や川や海を越え、世界へと飛び立っていくことにな
ります。
　貴方にとって看護師や管理栄養士、理学療法士の資格を習
得することが、鳥が飛ぶ技を覚えることと同じです。その技と
貴方のやる気次第で宇宙へも飛び立てます。
　その技を学ぶ前に条件があります。先ほど私は、貴方方は未
成年と成人のはざまにあると言いました。大学という枝、木と
いう地域社会・国、それぞれが一つの共同体社会を形成して
いることを、まず認識して下さい。その中でルールがあり、貴方
は権利と義務があります。

　青淵学園の設立地・埼玉県深谷は論語のふる里と言われて
います。「青淵」という名は、近代日本の夜明け・明治時代に近
代産業の父と言われる渋沢栄一の雅号「青淵」にあやかった
ものです。
　その論語の中に、「入りては則ち孝、出でては則ち悌、謹みて
信あり、汎く衆を愛して仁に親しみ、行いて余力あれば、則ち
以って文を学ぶ。」とあります。巣の中という家庭では親に孝行、
巣の外に出れば、弟のように謙虚に人を敬い、学び、信頼し、広
く皆と親しみ、人に貢献することを身に付けなさい。これができ
ることで、初めて学習する資格が得られると言っています。

　近代風に一言で言えば「共同体意識を持て」。これが無けれ
ば何を学んでも意味がないと言っています。ここでいう共同体
とは、単に学園・市・国家という限定された集団ではありませ
ん。人間のみでなく、生きとし生けるもの、さらに地球・宇宙を
も含めた過去・現在・未来のあるべき姿・理想の共同体を意味
しています。
　理想の共同体意識とは、自己受容、他者信頼、他者への貢
献の3つより成り立っています。人間とは弱い動物であり、一
人では生きていけません。だから家族・仲間・社会という共同
体を作ります。貴方がその共同体社会に参加するには、まず自
分を自分として認めて受け入れる、即ち自己受容が前提とな
ります。
　自分には能力がない、欠点が多い、価値がない、生きていく
資格がない、などと考えてはいけません。貴方が思う欠点は、
逆に長所でもあります。どんな人でも、その人なりに能力があ
り、他の人に貢献しています。例えば生まれたばかりの赤ん坊
でも、その存在自体が家族の絆として重要な役目を果たして
います。
　今、目の前に貴方を必要としている人がいなくても、将来貴
方の伴侶となる人が、貴方を待っています。
　これからの人生、夢と希望を失わず、自分を信じ、他人を信
頼しお互いに協力・貢献し合い、これからの４年間頑張って下
さい。輝かしい未来が待っています。
　誠におめでとうございました。

東都大学  理事長 大坪  修

2019年度  入学式式辞
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北多摩病院
駒木野病院
イムス太田中央総合病院
済生会宇都宮病院
茨城西南医療センター病院
秋田県厚生農業協同組合連合会
秩父消防本部
さいたま市立病院
国立成育医療研究センター
九段坂病院
国際医療福祉大学三田病院
大森赤十字病院
山梨赤十字病院
東都文京病院
熊谷総合病院
埼玉県済生会栗橋病院

　東都医療大学が開学、
第一期生が入学したのは
2009年4月で、開学10周
年を迎えました。昨年は、
千葉市幕張に幕張ヒュー
マンケア学部看護学科、深
谷に管理栄養学部が、ま
た本年、幕張に理学療法
学科が開設され、医療・保

健・福祉の広い領域に従事する人材を育成することになりま
した。
　本年5月には平成の天皇が退位され、年号が「令和」とな
りました。その記念すべき年に、当大学の校名も「東都医療大
学」から「東都大学」に改名され、当大学の社会的責務は一
段と重くなりました。
　わが国は世界一の長寿国を持続しており、また、健康寿命

もシンガポールにつぐ世界第2位と報告されています。健康
寿命と平均寿命の差の期間を延命期間と言いますが、この
延命期間には、多くの高齢者が悪性腫瘍、寝たきり、高度の
認知機能障害などで医療や介護を必要としており、これが重
大な社会的問題となっています。どのようにして健康寿命を
延ばすかが、医療従事者のこれからの重要な使命です。
　疾病を予防し、栄養状態を向上し、身体機能を保持して、
高齢者を含めた人々の生活を豊かにするためには、医療・
福祉に関係するあらゆる専門家の協力が大切です。
　東都大学は、現段階では、十分な領域での専門家の育成
機関とは言えませんが、看護、栄養、リハビリなど、上記目的
達成のための主要な領域に関する育成機関になりました。
これらの専門領域で学んだ卒業生達が協力し合って力強い
チームワークを結成し、わが国のみならず、世界の人々の健
康寿命を延ばす研究・活動に貢献してほしいと心から願って
います。

東都大学 学長 中條 俊夫

チームワークによる社会貢献

2018年度 国家試験・就職実績

埼玉県立病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
獨協医科大学埼玉医療センター
東邦大学医療センター大森病院
深谷赤十字病院
葛飾赤十字産院
東都春日部病院
三軒茶屋第一病院
羽生総合病院
医療生協さいたま
東松山市立市民病院
深谷中央病院
東埼玉病院
神川町役場
板橋中央総合病院
赤羽岩淵病院

上尾中央総合病院
埼玉森林病院
ティーエムクリニック
トヨタ記念病院
南相馬市役所
江戸川病院
賛育会病院
立川相互病院
公立富岡総合病院
伊勢崎市民病院
茨城県立こども病院
神奈川リハビリテーション病院
いわき市立総合磐城共立病院

2018年度 国家試験実績

受験者 19名
合格者 18名

受験者 8名
合格者 8名

看護師 保健師 助産師

97.3％
合格率

2018年度 就職実績 2018年度 就職実績

看護師 84.1％

100％
就職内定率

94.7％
合格率

100％
合格率

受験者 75名
合格者 73名
（全国平均89.3%） （全国平均81.8%） （全国平均99.6%）

保健師 4.3%

助産師 10.1％
公務員 1.5％
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　本年4月、幕張キャンパスに理学療法学科が開設されました。
　近年、理学療法士が必要とされる分野は、医療・保健・予防・
福祉など様々です。理学療法士が世に出たばかりの頃は小児
身体障害や労働災害、血管障害等が理学療法（リハビリテー
ション）の対象でしたが、現在では対象とする疾患・障害は多
様化し、脳卒中を代表とする神経系疾患、や整形外科疾患は
当然のこととして、慢性呼吸不全などの呼吸器系疾患や心筋
梗塞、心不全などの循環器系疾患、糖尿病・肥満といった内分
泌・栄養及び代謝疾患、悪性新生物、精神及び行動の障害ま
でをもその対象とし、例えば大学病院などでは、ほぼすべての
診療科に理学療法士が関係しているといっても過言ではあり
ません。
　さらに社会の高齢化、科学や医療技術の高度化、健康への
関心の高まりなどにともなって、医療・福祉に対する社会の要
望は大きなものがあります。なかでも医療・保健・予防・福祉
の業務を支える職種である理学療法士については、高度で先
進的な医療を展開する病院や、高齢者等の医療施設における
活動のみならず、在宅のままで療養を続ける人々への支援、職
場や家庭における生活習慣の改善に対する疾病管理や保健
指導などと、活動の領域は医療から福祉の分野に至るまで
シームレスな拡がりを見せています。
　幕張ヒューマンケア学部理学療法学科では、医療・保健・予
防・福祉の現場や社会が求める理学療法士として必要な基礎
的な知識・技術を十分に修得し、さまざまな領域でファシリ
テーター的役割を担うことができるよう、幅広く深い教養や思
考力、想像力を持った理学療法士を育成することを目指して
います。
　また理学療法学科では、理学療法士国家資格取得を目指す

とともに、理学療法士が必要とされる分野の垣根を超えて、地
域社会において広く活躍する理学療法士を育成することも教
育の目的です。そのためには理学療法学の進歩に応じなが
ら、理学療法士として必要な基礎的な知識、技術を十分に修
得し、演習や実習を多く経験することで総合的な判断力・対応
力を身につけ、いずれは活躍する組織において重要な役割を
担い、行動力と発信力を有する療法士を育成することを教員
一人一人が自覚し教育に当たるつもりです。
　私は本学に興味を持つ高校生の皆さんに以下について約
束します。
●本学は病気、けがなど
に関する正確な知識を身
に着け、一般市民に対し
て説明できる能力を高め
ます。
●本学は医療機関・地域
在宅を問わず、特に対象
者のリスク管理を十分に
行える内部障害系の講義
に重点をおきます。
●本学は運動と栄養の講
義から、特に高齢者の健
康について理学療法と理
学療法士の役割を学修し
ます。
●スポーツ理学療法は実際に活動している教員が指導し、体
験の機会を設けます。　
　東都大学理学療法学科で、普通の理学療法士でなく特別な
理学療法士を目指しましょう。

幕張ヒューマンケア学部理学療法学科  学科長  石黒 友康 

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科　学科長からのご挨拶

東都大学
 新設学科！

幕張ヒューマンケア学部
理学療法学科

特集

3



新任教員からのメッセージ

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科

解剖学、生物学をとおして医
療人を目指す学生さんたちと
学べること光栄です。これまで
の生命科学の経験を基礎医
学に活かしたいと思います。

教授 杉田 昭栄
「生命理解のための化学」と
「生化学」を担当いたします。
これらは生命や病気を考える
上での基礎となる科目です。
宜しくお願いいたします。

教授 小城 勝相
医療従事者を志す皆様に敬
意を表します。その志がまっと
うされます様、私も微力なが
ら尽力いたす所存です。よろ
しくお願いいたします。

教授 舟橋 久幸

理学療法治療技術、海外での
理学療法活動、理学療法研究
などの経験を伝えることがで
きればと思います。よろしくお
願いいたします。

教授 秋山 純和
地域理学療法学、内部障害理
学療法学演習などを担当しま
す。4月から千葉暮らしを始め
ました。千葉のことをいろい
ろ教えてください。

教授 平野 康之
専門は神経科学、神経系理学
療法です。優秀な人材を育て、
魅力ある大学・学科にしてい
きたいと思っております。よろ
しくお願い致します。

教授 高杉  潤

理学療法学科の髙橋です。整
形外科（脊椎）と運動器リハビ
リテーションを中心に仕事を
してきました。よろしくお願い
いたします。

教授 髙橋 邦泰
初めまして、4月に幕張キャン
パスへ着任しました。理学療
法は知識・技術・人柄の3つの
柱が必要です。一緒に良い治
療者を目指しましょう。

准教授 宇都宮 雅博
主に運動学、理学療法研究法
を担当します。学生の皆さん
が楽しく大学生活を送ること
ができるよういろいろな面か
らサポートいたします。

准教授 大竹 祐子

担当領域は、予防理学療法、
運動器系理学療法等です。理
学療法の魅力を少しでもお伝
えできればと思います。よろし
くお願いします。

講師 中村 睦美
現在までは急性期病院勤務し
ており、教員は初めてです。臨
床での経験を活かし、理学療
法のすばらしさを皆さんと共
有していきましょう。

講師 河江 敏広
評価、高齢者の授業を担当し
ます。人生は選択の連続です。
皆さんの選択肢を増やすこと
に貢献できれば幸いです。宜
しくお願いします。

講師 吉松 竜貴

心理学の担当です。人の幸せ
に貢献できるように、心につ
いて考えていきたいと思って
います。どうぞよろしくお願い
します。

講師 山田 圭介
臨床栄養学を担当します。栄養
の知識は、リハビリテーション
に必ず役立ちます。一緒に「リ
ハ栄養」に向き合っていきた
いと思います。

講師 金内 則子
大学の教員として初めての経
験です。前任の経験を活かし
ながら、学生教育、研究を頑
張って参ります。どうぞよろし
くお願いいたします。

助教 室伏 祐介

理学療法学科ってどんなところ？

人体模型や解剖標本、神経・筋・各種感覚等
に関する実験機器を備えており、理学療法学
の基礎となる解剖学・生理学の授業で使いま
す。人体の構造や機能について実験や実習を
通じて学習します。

基礎医学実習室

三次元動作解析システム、重心動揺計、筋力
測定機器など最先端の計測機器を取りそろえ
ています。運動中の姿勢や関節の動き方、体
にかかる力や筋肉の活動などのデータを収集
します。

運動学実習室

チューターグループでディスカッションをした
り、勉強会をしたりと、より意欲的に学べるよ
うな体制を整えています。チューターは学生
にとって担任の先生のような存在で、気軽に
相談できます。

チューター制
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保健師って何？

幕張キャンパス

母性看護・
赤ちゃん抱っこと

　　　妊婦さん体
験！

OPEN 

CAMPUS

2018
6月17日、7月8日、8月5日にオープンキャンパスを行いました。タ
イムスケジュールごとにそれぞれの体験をすることができます。本
学の雰囲気や先生や在学生に直接ふれられる機会なので、今年も
たくさんの高校生や保護者の方に足を運んでいただきました。

保健師の仕事内容や活躍の場について学んだり
東都の保健師課程について知ったりできます！

AM
10:30

AM
11:00

AM
11:30

PM
12:00

START!

模擬授業

7～8か月の赤ちゃんがお腹にいる妊婦さんが体感する
体の重みを、器具を使って実際に体験できます。
また、赤ちゃんの衣服の着脱や抱っこの仕方を、人形を
使って学ぶことができます！

体験実習

在学生スタッフが校内施設をご案内！
普段の学生生活の生の声をお届けします

キャンパスツアー

受験のことや入学してからのこと、
不安なことや気になることは先輩
に聞くことが１番！在学生スタッフ
が親身になってお答えします。

東都生との交流ブース

出願方法や本学の求める学生像、
入試日程などをご案内します。

入試関係から学生生活まで、聞き
たい内容によって選べるブースで
わからないことをすっきり解決！

面接官と1対1で本番を想
定した面接を受けることが
できます。終了後担当面接
官からアドバイスがもらえ
ます！
ご予約は
http://www.tohto.ac.jp/

授業の予習や復習の仕方、テストのことなど学習に
関することだけではなく、一人暮らしやアルバイトな
ど、普段の生活についてもお話しします。未来のキャ
ンパスライフを思い描いてください。

在学生による学生生活紹介

妊婦さんって
、

大変！

Report!

2018年度オープンキャンパス レポート  2018年度オープンキャンパス レポート  

入試相談会

入試ガイダンス

個別相談 模擬面接（要予約）
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新任教員挨拶

ヒューマンケア学部  看護学科

管理栄養学部  管理栄養学科

幕張ヒューマンケア学部  看護学科

「この人に相談して良かった！」と思ってもらえるような、
地域を支える看護師になれるよう、一緒に考え、学んで
いきましょう。

助手 植竹 有花

東都大学大学院の設立準備室長を拝命しました。本学
のヒューマンケアの理念に基づいて魅力ある大学院設
立に向けて準備をしたいと考えています。

教授 石川 眞里子

4月から基礎看護学領域の助
手に着任致しました。看護師
としての経験を活かし、看護

の楽しさややりがい、人間の面白さや感動をお伝えした
いと思います。実践に繋がる基礎看護教育に尽力致しま
す。よろしくお願い致します。

助手 根岸  恵

医療機関で、栄養サポートチームほか多職種と連携し
仕事をしてきました。
臨床栄養学を担当します。よろしくお願いいたします。

講師 佐藤 敏子

一生涯役立つ栄養知識を！健康生活を食の面からサ
ポートする専門家の育成に、保護者の皆様や地域の
方々と共に尽力いたします。

講師 小板谷 典子

担当科目は食品衛生学、同実験、微生物学、同実験、卒
業研究です。日常生活の中でも衛生が身につくよう教授
したいと思います。

教授 金井 美惠子

2年生の解剖生理学実験と1年生の調理学実習を担当
いたします。
よろしくお願いいたします。

助手 不老 美也子
ふろう

前職は小学校の栄養士でした。また、公認スポーツ栄養
士です。助手として皆さんをサポートできるよう、頑張り
ます。

助手 飯野 直美

第2の故郷である千葉＆海浜幕張に戻って参りました。
疾病や障害の有無にかかわらず希望をもって歩むため
にできること等を、ご一緒に学んでいきましょう。

教授 田上 美千佳

小児看護学を担当します。千葉県民１年生です。これま
での臨床および教員経験を活かしつつ看護教育に携
わっていきたいと思います。

准教授 谷口 恵美子

在宅看護学を担当します。大学卒業以来の千葉の風景
に懐かしい思いが一杯です。一生懸命学生を育ててい
きたいと思います。

教授  種市 ひろみ

基礎看護学を担当します。人々の健康と生活について
皆さんと考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

助教 阿部 由喜湖

これまでの臨床、教育経験を活かして、学生の皆さんが
「看護っていいな！」と思いながら成長できるようサポー
トしていきたいと思います。

講師 渡邉 美和

看護師への道は勉強や実習があって大変ですが、大学
での学びを通して看護のやりがい・楽しさを伝えていけ
ればと思っています。

助手 寺井 佳奈江

Welcome

Tohto university!
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　私は、母性看護学を学習した際に正常に妊娠・分娩
経過をたどる妊産婦だけでなく、妊婦や胎児、または双
方にリスクが予測されるハイリスク妊娠が少なくないこ
とを知りました。そこで、どんな妊娠・出産であってもす
べての女性が安全で安心した妊娠・出産ができるよう携
わりたいと思い、助産師課程を専攻しました。
　助産師と看護師の勉強を両立することはとても大変
ですが、先生方の熱心なご指導のおかげで多くのこと
を学ぶことができました。
　助産師は、命の誕生に関わり、母親や赤ちゃんと大切
な時間を共有できる魅力的な仕事です。母子とその家族
に寄り添い、信頼される助産師になるためにこれからも
実習や学習に取り組んでいきたいと思います。

サークル活動

ヒューマンケア学部  看護学科4年　長谷川 莉子

深谷キャンパス　

茶道サークル

　今年度、茨城からこの東都大学管理栄養学部に入学
しました。私は小学校から高校まで野球に打ち込んでお
り、栄養士の方から食事の指導を受けてきました。その
中で、スポーツ選手にとっての栄養管理がいかに大切か
身をもって知り、自分もスポーツ選手を「食」の面から
支える管理栄養士を目指そうと考えるようになりまし
た。
　目標に向かってスタートしたばかりですが、興味を持
って選んだ分野の学修なので学ぶ意欲が湧いてきます。
また先輩や先生方が優しく丁寧に接してくださり過ごし
やすい環境で学ぶことができています。これからの4年
間の講義や実習で基礎をしっかりと身につけ、先ずは管
理栄養士の国家試験合格を目指して努力したいと思い
ます。

管理栄養学部 管理栄養学科1年　大越 涼平

　こんにちは、茶道サークルです。私たちは11月の青淵祭で行うお茶会に向けて、練
習を行っています。
　昨年、看護学生としてスタートしたばかりで、右も左もわからない状態の中で、経
験が無い茶道はとても難しいのではないかと不安でした。しかし先生方のご指導の
おかげで、少しずつ茶道の御点前を覚える事ができ、忙しい学生生活の合間の休憩
時間の様に楽しく安らぐ時間になりました。そして、無事、昨年の青淵祭でお茶会を
行うことができました。
　今年で2年目になり後輩が入学したので、是非茶道サークルに入って頂いて一緒に
活動を行い、昨年よりパワーアップして青淵祭でのお茶会が出来たら嬉しいなと思っ
ております。

信頼される助産師になりたい スポーツに携わる管理栄養士になりたい

Student life
Fukaya
 Campus
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　看護学科の学生として1年がたち、私は学んだことを
自分の言葉で説明ができるまで何度も復習をするよう
心がけています。特に、専門科目は看護の意味を考える
ようにしています。ひとつひとつ授業で学んだことの意
味を考えながら演習に取り組むことで、その行動の意味
が少しずつわかるようになりました。
　また、1年生で学んだ解剖生理学はこれからの授業や
臨地実習に深くかかわる科目だと思います。身体の構造
や機能を自分で理解していくようになってから、専門科
目の授業がわかりやすく、また、楽しさを実感するよう
になりました。
　これからの臨地実習に向け、学ぶことがたくさんあり
ますが、今後も必要な学習をしっかり身につけていきた
いと思います。

幕張ヒューマンケア学部  看護学科2年　檜垣 優奈

　私はこれまでに、子育て支援や老人ホームでの夏祭り
に参加し、様々な人との出会いから、コミュニケーショ
ンの重要性を再確認しました。コミュニケーションが患
者さんの信頼と援助に繋がることは授業で学んでいま
したが、サークルを通して、その学びがいかに大切なの
かを実感しました。人それぞれ異なった人生や悩みがあ
るなかで、その人にあった支援はコミュニケーションを
通して見つけていかねばなりません。こうした学びを直
に感じ、成長できるのもこのサークルの楽しみの一つで
す。
　来年は実習が始まり、自分で患者さんの思いを汲み取
る必要があります。サークルで培ったコミュニケーション
能力を活かして、患者さんにあった援助を行っていきた
いと考えています。

幕張ヒューマンケア学部  看護学科2年　小関 真菜美

　私たちが将来働く医療現場では、チームで行動する中
で様々な考え方の人たちと協力し、最善の行動を選択し
なければなりません。チューター制では1つの課題に対
し、グループ全員でアイデアを出し話し合います。メンバ
ーで共有しながら取り組むことによって物事を多方面か
ら考えることができるので、医療人として必要な思考力
や判断力などを養うためにはとても有効な制度だと感
じました。
　チューターの先生方は、細かいこともなんでも親身に
話を聞いてくださいます。メールでもやり取りできるた
め、直接話しづらいという人にとっても相談しやすい環
境です。こういった環境により、先輩方のいない1期生
の私たちも安心して学校生活を送れています。

幕張ヒューマンケア学部  理学療法学科1年　池田 遥介

　私が理学療法学士を目指そうと思ったきっかけは、小
学校、中学校のバスケットボールの練習中に怪我をして
しまい、理学療法士の方にリハビリテーションをして頂
いたことです。また、私の弟もバスケットボールをしてい
るため、サポートできればいいなと思い、さらに強く目
指そうと思うようになりました。
　この大学のオープンキャンパスに来た際、大学の特色
として、リハビリテーション中に患者さんの体調が変化
しても、そばにいる理学療法士が即座に対応できるよう
に、内科などの知識をつけられる授業を取り入れていく
という話を聞きました。そのため、私は東都大学でどの
ような状況にも対応できるように内科系の勉強を学び
たいと考えています。

幕張ヒューマンケア学部  理学療法学科1年　友部 優衣

スチューデントライフ

学習の取りくみについて ボランティアサークルについて

チューター制について 入学のきっかけと学びたいこと

Makuhari
 Campus
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地域とのつながり

ボランティア活動

深谷市食育講演会

　特殊詐欺被害防止キャンペーンに本
学の学生10名がボランティアとして参
加し、深谷警察様から感謝状をいただ
きました。

ヒューマンケア学部 看護学科

　3月26日（火）、本学を会場とした食育講演会「野菜パワーで元気チャージ～今さら聞けない食べ方のコツ～」に
117名の市民が参加されました。私の講演では、野菜王国深谷市民の野菜摂取量が全国平均値を下回るという「深
谷パラドックス」や深谷市民の非肥満性の高血圧・糖尿病の有
病率の高さ等を紹介し、予防・治療のために野菜を摂取する意
義や摂取量増加の具体策について、行動科学理論を援用して
概説しました。途中でクイズを盛り込んだことで参加者との一
体感を創出でき、アンケート結果も大変好評でした。
　第2部では、希望者93名を対象に管理栄養学部の施設案
内を行いました。角野副学長はじめ多くの教員の協力を得て
ツアー形式としたことで、参加者との活発なコミュニケーショ
ンが実現し、本学部をより身近に感じていただく好機となり
ました。今後も食育を通じて深谷市との連携を強化してまい
ります。

お客さまの声

〇地域にある大学でためになる講座を聞くことができて良かったです。
　今後もぜひ参加してみたいと思います。
〇このような専門家のお話を聞ける機会や一般の方が参加できる機
　会が色々あると良いと思います。
〇これからも地域に密着していただけたらと思いました。
〇子どもたちが笑顔で過ごせる場所を作って欲しいと思いました。
〇良いお話が聞けて良かったです。

「野菜パワーで元気チャージ～今さら聞けない食べ方のコツ～」
管理栄養学部 管理栄養学科　学科長・教授  佐藤 香苗

 「食生活と発酵食品」

 管理栄養学部 管理栄養学科　
 副学長・教授  角野  猛

 「子どもの育ちを理解する
　～子育て困難・育児不安に対応～」
 ヒューマンケア学部 看護学科

公開講座

　2019年1月、埼玉県農業研究団体連合会アグリ女性部主催による実践
活動研修会が開催され、当日は約40人の皆様にご参加いただきました。
我が国には多くの発酵食品があり、食生活と密着した食品となっていま
すが、それらは健康上の理由や嗜好の変化などから低塩化が進行してい
ます。むやみに低塩化が進むと保存性が悪くなり、食品添加物や冷蔵庫
保存などが必要となり、さらに伝統的な製法が失われる恐れがあること
をお伝えしました。

海産魚を原料とする発酵食品はEPAやDHAの摂取源となること、更
に、秋田県のはたはたすし、滋賀県の鮒ずし、石川県のかぶらすし等
には精神安定作用や血圧降下作用等の知られるγ―アミノ酪酸が多
量に含まれことなどから、発酵食品の摂取は健康上望ましいこと。
γ-アミノ酪酸の生成には乳酸菌が関与し、グルタミン酸から誘導さ
れること等。

講演会

１．

2.

Various activities
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学部紹介からスタートし、「減塩の
コツ」をテーマにミニ講座・味覚体
験・クイズを行いました。いずれも
参加した12名の生徒から大好評
で定期開催の要望を頂きました。

高大
連携 高校と大学が連携して行っている教育活動です。高校生の皆さんが大学の授業を受けに

来校したり、大学の教員が高校に出向いて授業を行ったりといった
「高校生が大学レベルの教育研究に触れる機会を増やす取り組み」を行っています。

今回、「大人になる君たちへ～恋愛準備編～」と題して、性
感染症をテーマにお話しをしました。講話の中では、水酸
化ナトリウム水溶液とフェノールフタレイン溶液を用いて、
性感染症が拡がる仕組みについて実験をしました。

ヒューマンケア学部 看護学科
講師  永井 健太 

管理栄養学部 管理栄養学科　
学科長・教授  佐藤 香苗
管理栄養学部 管理栄養学科　
学科長・教授  佐藤 香苗

助教 佐々木 正子助教 佐々木 正子

助手 飯野 直美助手 飯野 直美

Cooperative education

Connection with the community

「お菓子に大切な材料の話」と題し、24名に対して講義と調
理を行いました。最初は緊張した様子でしたが、クイズや
クッキーの調理とすすむにつれ、活発な質問とメモをとる姿
が見られ、楽しい中にも真摯に取り組む姿勢を感じました。

管理栄養学部 管理栄養学科
助教 佐藤 美紀

群馬県立伊勢崎興陽高等学校 2018.11/9 金

群馬県立伊勢崎興陽高等学校
みそ汁で味覚体験

～塩分をチェックし
てみよう～

ミニ講座
～減塩のコツを知ろ

う～ 

大学・学部案内

減塩カードクイズ

目指せ！減塩金メダ
ル

調理：スノーボール
クッキー 

2018.12/21金

埼玉県立羽生第一高等学校 家庭科部 2019.1/23 水
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東都大学
学校法人青淵学園

せいえん

http://www.tohto.ac.jp/

ヒューマンケア学部 看護学科

幕張ヒューマンケア学部 看護学科

管理栄養学部 管理栄養学科

〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-2-11

■入学に関するお問い合わせ（平日  月曜～金曜  午前9時～午後5時）

■入学に関するお問い合わせ（平日  月曜～金曜  午前9時～午後5時）
TEL：048-574-2500　FAX：048-573-3840

〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１-１
幕張キャンパス

深谷キャンパス

TEL：043-273-1111　FAX：043-273-1001

幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科

〒261-0021 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンE棟

2019年4月より東都医療大学は
『東都大学』に名称変更しました。

　東都医療大学は2009年4月に開学し、ヒューマンケア学部看護学科を立ち上げ、単科大学としてス
タートいたしました。2018年4月には管理栄養学部管理栄養学科、幕張ヒューマンケア学部看護学科を
それぞれ開設し、３学部３学科制となり、続いて今年4月には新たに幕張ヒューマンケア学部理学療法学
科を開設いたしました。
　また、創立10周年の節目を迎えるにあたり、大学の名称を「東都大学」へと変更いたしました。

9：30～12：30（両キャンパス共通）

OPEN CAMPUS 2019

■深谷キャンパス

■幕張キャンパス

6/16（日）   7/15（月・祝）  8/10（土）

6/16（日）   7/7（日）  8/10（土）

※全日予約制　HPからお申し込みください。

◉ヒューマンケア学部 看護学科
◉管理栄養学部 管理栄養学科

◉幕張ヒューマンケア学部 看護学科
◉幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科

　体験実習や入試ガイダンス、在学生とのフリートークな
ど、さまざまなプログラムをご用意しています。皆様のご参
加をお待ちしています。

　みなさん、こんにちは！
　この度、青淵祭実行委員会委員長になりました井上です。
　去年は、先輩方が主体となり先導していただきましたが、今年は
自分たちが先導しなければなりません。昨年の反省や課題を生かし、
より良い青淵祭を作り上げていきます。
　まだまだ、至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。
　自分たちは、忙しい勉強の合間を縫って、少しずつ青淵祭の準備を
していきますので、その成果を是非、見に来てください！

開催時間

9：30～12：00（両キャンパス共通）

入試相談会 2019

■深谷キャンパス

■幕張キャンパス

8/25（日）  10/6（日）  12/1（日）

  

※全日予約制　HPからお申し込みください。

◉ヒューマンケア学部 
　看護学科
◉管理栄養学部
   管理栄養学科

◉幕張ヒューマンケア学部 
　看護学科
◉幕張ヒューマンケア学部 
　理学療法学科

　昨年度も好評の「TOHTOの入試 傾向と対策」に加え、「模
擬面接」や「個別相談」も実施！AO入試、推薦入試、一般入試の
直前対策にぴったりです。

開催時間

2/21（金）  
11/16（土）8/25（日） 10/6（日）  

12/1（日）

8/25（日） 10/6（日）  12/1（日）
11/23（土）

2/27（木）  
8/25（日）10/6（日）  
12/1（日）

2020年

2020年

◉日程 : 2019年11月16日（土）
◉会場 : 東都大学深谷キャンパス

青淵祭のご案内
せいえん

青淵祭実行委員会　実行委員長
ヒューマンケア学部看護学科２年
井上涼也

Everyone's coming

　東都クリニックは、1974年、ホテルニューオータニ ガーデン
タワー内に開設されました。今では、毎年3万人を超える受診
者様に、人間ドック・健康診断をご利用いただいております。
　今年、開設45年目を迎え、リニューアルオープンいたしまし
た。女性専用フロアとＶＩＰルームが新設され、ゆったりと検
査が受けられるようになりました。
　今後も、皆様に安心の空間を提供できるよう、職員一同邁
進してまいります。

一般財団法人 健康医学協会

東都クリニック

連携病院
TOHTO university

めぐり
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