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　2019年3月に卒業生を
送り出し、4月まだあどけ
なさも残るピカピカの新
入生を迎えたのが昨日の
ように感じている折に、今
年も恒例の学園祭を迎え
た。新入生の楽しそうな
歌・踊りを見て、昭和・平
成・令和と三世代を過ぎた
傘寿の私も、孫を見る感じ

で若さをもらって楽しく過ごさせてもらった。
　この青淵学園という共同体単位でふと入学式で共同体
意識を持てと話をした事を思い出した。この共同体とは単
に各自が属する学校、家庭、会社、国に限定したものでは
なくさらに国を超えた人間社会のみでもなく、動物・植物
を含め地球も宇宙の全体を対象として、一つの生命体とし
ての規模で共同体と考えている。
　つい最近国際協力のもとに天文台によりブラックホールの
撮影に成功したというニュースがあった。これこそまさに宇宙
が誕生し消滅する現象であり、宇宙そのものが生命であるこ
とも考えられる証拠でもある。この宇宙現象は般若心経で述
べている考え方と全く一致する。
　色不異空、空不異色、色即是空、空即是色でいう、色は目に
見える物、空は無のことである。色即是空とは、色事は空しい
ものであるという意味ではない。
　色不異空は、目に見える物は無である、空不異色は、何も無
いようでそこには物がある、というのは宇宙の星は今見えて

　令和元年1 2月 7日
（ 土）、電気通信大学
「スーパー連携大学院プ
ロ グ ラム 」に お け る
SDGsに寄与する博士人
材育成に向けて開設さ
れた「大学院共同サステ

イナビリティ研究専攻」BHN桑原基金寄付講座「SDGｓを
支える情報通信論」（主催：特定非営利活動法人BHNテレ
コム支援協議会）に、幕張ヒューマンケア学部看護学科が
参画、協力いたしました。

いてもそれは過去の星を見ているのであり、今ではブラック
ホールに吸い込まれて存在していない。その証明が天体望遠
鏡で証明されたわけである。
　このことを考えると私たちの体の中でいろいろの細菌によ
り、細胞が共同体社会を作り住んでいる。さらに細胞の中で
は、分子・原子レベルで宇宙のようにそれぞれ誕生、消滅等変
化を宇宙と同じように起こしていると考えられる。このように
考えると世の中苦しいことも、楽しいことも一瞬の事でくよく
よ悩む事なんかないと考えば気が大きくなる。
　太陽系が生まれ、45億年前地球が誕生しその後生物が生
まれ、進化し、人間そして私共が現在生きている。私達一人一
人が少なくとも45億年の歴史がある、と考えると不思議とい
うより自分の存在が大変なものであり、その死は45億年の歴
史の壮大なエピローグで宇宙レベルのブラックホールによる
同じ現象でもある。
　大きな宇宙の中で自分は分子・原子レベルの存在にすぎな
い。しかし自分の体のなかに寄生している細菌あるいは体の
細胞一つ一つが地球のようなものと考えると不思議でまた楽
しい。
　今の自分は否蟻一匹でも過去少なくとも45億年かかって
生まれてきた存在であると思えば、もっと自分を認め大切にす
べきである。と同時に宇宙を含む共同体社会環境を大切にせ
ねばならない。
　近年、地球環境問題がクローズアップされてきている。宇宙
を含めた共同体意識こそ我々に大切なことを皆認識すべきで
あること、そしてその中で生きる自分自身を大切にして共同体
社会に何か貢献していくべきと思う。

東都大学  理事長 大坪  修

「自分自身を大切に。共同体社会に何か貢献していくべきと思う。」

理事長挨拶

　今回、SDGsの通信技
術に関わる特に重要な
分野である、ライフサイ
エンスを支える先進的
な取り組みとして、生体機能に関わる測定技術や生体情報
の活用事例などを、参加された多くの留学生とともに、簡
単な実験を交えながら、演習いたしました。
　ライフサイエンスにおける健康モニタリングは、SDGｓ
の通信技術の活用先として注目されており、ICTやIoTに
直結する取り組みとして、特に興味のある分野とのことで、
活発の質問や体験をされていました。

電気通信大学「SDGsの人材育成プログラム」に協力

1



学長挨拶

　東都大学は、医療、福祉、
健康保持の分野で活躍し、
社会に貢献する人材を育
成している。
　大学の教職員は、ヒュー
マンケアの考え方を基に
人格を高め、自ら積極的に
学び、経験を積んだ人材の
育成のための教育に全精
力を打ち込んでいる。結果

の評価は、学生の皆さんが自覚して学習し、医療者としての実
力と人格を育てる努力をした結果、卒業生のどの位が、しっか
りと社会貢献ができる社会人になったかにかかっている。現
段階では、東都大学の卒業生の評価はかなり高いという報告
を受けており、教職員一同、ほっとしているところである。
　勿論、勉学や経験による自己育成努力は一生続けなけれ
ばならないし、年取ってから立派な研究をして受賞した方も
多い。しかし、知識や能力の基本や骨格は、初等教育、中等教
育、高等教育での学びで形成され、特に大学での自己研鑽
は、その後の人生を決める最も大切な影響力を持っている。

　成長、成熟の期間は動物で異なるが、人類は２０歳前後ま
でに心身共に活発に成長し、機能が成熟する。その後は、残念
ながら、身体機能や脳機能の発達はほとんど停止し、臓器に
よっては退化が始まる。大学修学の時期は、脳をはじめとし
て、身体機能の発達がピークを迎えた期間であるので、この
時期を逃さず、十分に知識を集積し、経験を豊富にし、卒業後
に役立つ発想力、判断力、実践力、人間性などを、身につけて
ほしい。

東都大学 学長 中條 俊夫

大学修学期間は、人間形成で最も大切な時。
活発に学び、発想し、活動しよう。

一般財団法人 佐野メディカルセンター

佐野市民病院
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　ゆるキャラグランプリで全国1位になった「さのまる」、全国区となった佐野ラーメン、アウトレットなど観光
都市となり、知名度も上がっている栃木県佐野市にある病院です。
　当院では急性期・回復期・慢性期と幅広い看護を行っており、教育面では新卒者や中途入職者に対してプ
リセプター制度を設けております。近年、年齢の若い常勤医師の入職も続いており、院内の雰囲気も明るく
楽しい環境に変わってきています。

連携病院
TOHTO university

めぐり

佐野市民病院
〒327-0317 栃木県佐野市田沼町1832番地１
TEL.0283（62）5111（代）
　　　　

卒業したら
いち、にの、さのまる

！ご～！　

佐野ブランドキャラクター
さのまる©佐野市



　　2018年4月に深谷キャンパ
スに管理栄養士の養成学科がス
タートして、いよいよ3年目を迎え
ようとしています。管理栄養士の業

務は栄養相談や多職種と連携する機
会が多く、専門知識と技術の獲得
はもとより、対象者の意思決定や
健康への取り組みを支援するた
めに高いコミュニケーション能力
が求められます。
　そこで、本学科では模擬患者を
活用したシミュレーション教育を
導入しています。「栄養教育論実
習Ⅱ」では、学生が模擬患者の栄
養相談に応じるという臨場感あ
ふれる演習を行います。模擬患者
はシナリオの下で自由に演じ、学生の印象や言葉遣い

等に関する改善点を患者の目線
でアドバイスします。「総
合演習ⅠおよびⅡ」で
は、病院や介護保険
施設等で行う臨地
実 習 の 前 後 に
Pre-Post OSCE（筆記

試験では測定できない技術

管理栄養学部管理栄養学科　学科長  佐藤 香苗 学科長からのご挨拶

　食品学実験Iは1年生の後期に行われます。糖、タンパク質、脂質など様々な食品成分につ
いて実験を行い、講義で学んだ内容の理解を深めます。糖に関する実験では、上新粉と白玉
粉を使ってデンプンの違いを調べたり、アミノ酸と反応させて褐変物質（みそやしょうゆのあ
の色です）の生成を見たりと、様々な試験を行って糖の構造や特性の違いを確認しました。初
めて扱う器具や試薬が多く、手順も複雑で大変なこともありますが、グループで協力しながら
進めています。最後に結果をレポートにまとめて、実験完了です。

▼食品学実験I

管理栄養学部 管理栄養学科focus!

　生化学Ⅰを踏まえて、ヒトの体内で起こる化学反応について実験を通して理解を深めるこ
とを目的としています。また、実験は正確性とスピードが重要になるので、理論や知識の確認
だけでなく、それぞれの役割分担や流れをイメージする力が自然と身に付いていきます。実
験結果は、統計処理や図表化したのち、グループ内でディスカッション・ワークを行い、発表し
ます。その内容は、論理的に考えられているか、分かり易く説明されているかなどをポイント
に全体で確認しています。

や態度等の臨床能力を客観的に評価する試験で、オス
キーと読みます）を行います。学生は標準化された再現
性のある演技をする模擬患者を相手に課題を遂行し、
教員からその場で直ちにフィードバックを受けます。
　管理栄養学科では、このような役割を担う模擬患者

の養成講座を半年
にわたって継続開催
し、去る11月11日
（深谷の偉人・渋沢
栄一翁の命日）に中
條俊夫学長より23
名の深谷市民に修
了証が授与されまし
た。学生のコミュニ
ケーション能力や主
体的に考え行動する

能力の涵養を目指して、初代模擬患者のお力添えを頂
きながら、教員一丸となって努力してまいります。

専門基礎
科目

▼生化学実験Ⅰ

▲SP養成講座ガイダンス「模擬患者が活躍するSP演習・OSCEとは」

▲「フィードバックの練習」

血糖値の測定

▲修了式にて
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　様々な現場で活躍する先輩方に話
を聞ける授業や、病院の管理栄養士の
役割を学ぶ実習を行います。見学実習
では、臨床工学部で透析療法における
栄養管理、臨床検査部で栄養管理に関する検査データ、薬剤部で

栄養輸液や経腸栄養剤の特徴、リハビリテーション室ではリハビリと栄養の連携など、今後の臨床
栄養学の学びに通じるお話を伺いました。最後に看護部より、「地域連携」、「チーム医療」における
看護と栄養管理の連携について説明を受け、病院でも地域でも管理栄養士の介入が評価されてい
ることを学びました。

▼キャリアデザイン［見学実習:自治医科大学附属さいたま医療センター］

管理栄養士国家試験対策について

▼臨床栄養学Ⅱ
　病態の治療に栄養管理がどのように関係しているか理解
を深め、最適な栄養学的治療法について学びます。
　個々の疾病の症状に対し、身体測定値や血液データほか
様々な指標に基づく栄養アセスメント、栄養ケアプランの設
定、定期的なモニタリングと再評価、この一連の栄養ケア・マ
ネージメントを学修します。経口からの栄養補給が困難な
ケースでは、静脈栄養や経腸栄養による栄養補給方法も計画

します。写真
は、経腸栄養
のルート（経
鼻胃管、胃瘻、
腸瘻）と栄養
剤（食品）につ
いての講義風
景です。

▼給食経営管理論実習
　100食の大量調理を行い給食運営
の手法を学びます。給食のマネジメン
トに必要な栄養・食事計画、品質管
理、原価管理などを体得し、調理実習
後に改善点を次に生かしながら、一
連の管理サイクル（PDCA）に沿って
修得します。

　また集団給食における食中毒発
生予防のための「HACCP」の概念に
基づいて、作業エリアごと衛生管理
を行います。充実した厨房機器（真空
調理用湯せん器、ブラストチラー、ス
チームコンベクションオーブンなど）
を生かした新調理システムを導入
し、効率よく、おいしく安心・安全な給
食提供を実践していきます。

▼食品衛生学実験
　食品衛生学は、管理栄養士養成科目の中で唯一「食の安全性」ついて探求する科目です。
微生物学、食品衛生学の座学で学んだ知識を背景に、大量調理施設衛生管理マニュアルを
基にした厨房の衛生管理、食品中の細菌検査、食品添加物等の実験を通して、実験技術を習
得します。特に細菌学は、医学・獣医学・水産学等を学ぶ学生たちも、大学に入学してから学
修するので、技術さえ身につければ一緒のフィールドで活躍できます。本学の学生たちは初
めての細菌検査でも、信頼できるデータを出していきます。

　本学部では、着実に合格の実力をつけてもらうよう、1年生から段階的に国家試験対策を実施していま
す。国家試験受験には、授業で単位はとれたが、しばらくすると忘れてしまって…ということが通用しませ
んので、半期ごとや1年間で学んだことをしっかり身につける振り返りの役割もあります。3.4年生では、
月に1度のペースで学内にて全国レベルの模擬試験と繰り返し試験の実施、また外部会場試験の受験体
験等のプログラムを用意し、本番に一人一人の努力が実を結ぶようサポートします。

看護部による講和

薬剤部での輸液や栄養剤の説明

専門科目

市販サラダの細菌検査
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Great 

    success!!Great 

    success!!

第5回ホームカミングデイ開催
　同窓会では青淵祭の日程に合わせて、ホームカミングデイを開催しておりま
す。東都大学（旧東都医療大学）を卒業した同窓生と大学教職員との交流を目
的として行っています。
　毎年、御多忙の中教職員・同窓会生に御参加いただき、今年も近情報告等の
交流ができました。今後さらなる交流の場を設けようと活動しております。これ
からも同窓会活動に皆様の御協力と御支援のほどよろしくお願いいたします。

東都大学同窓会会長　6期生 黒瀨大輝

青淵祭青淵祭深谷キャンパス

　試験や課題に追
われながらも実行

委員会はもちろん
、大学全体が協力し

、青淵祭を

成功させることがで
きました。天気にも

恵まれ、去年の先輩
方や先生方の協力

もあり、

楽しい青淵祭を開
催することができま

した。ダンスサーク
ルのパフォーマンス

やビンゴ

大会、スタンプラリ
ー、医療系大学なら

ではの体験は多く
の来場者から高評

価を頂き、

達成感と共に感謝
の気持ちでいっぱ

いでした。実行委員
会を代表し、感謝申

し上げま

す。ありがとうござ
いました。

青淵祭実行委員長
　ヒューマンケア学

部看護学科　2年 
井上 涼也

妊婦さんって
大変

2019

ダンスサークルによ
るパフォーマンス

焼きそばやタピオカ
ドリンク、豚汁など
のお店がずらり！
特にクッキングサー
クルのお菓子は大人
気で即完売！

ステージイベント
「おしりで風船を
    割ろう！」
    盛り上がりました！

市民の方からも
大好評の血圧測定

多くの方に献血に
ご協力いただきました。

高齢者体験ブース

管理栄養２年生
調理全般任せて安心！

看護１年生
「フランクフルト、チュロスもあるよ！」

So cute!!So cute!!
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その他にも！

Great 

    success！！Great 

    success！！

軽音LIVE!!
軽音LIVE!!

この度は、第2回東
都祭を無事に迎え

ることができ嬉しく
思います。もとより

、

日頃から本学学生・
保護者や地元地域

の方々のご理解、ご
協力のおかげであ

ります。

心から御礼申し上げ
ます。来年への爪痕

を残せたのではな
いかと思います。

来年度の学園祭も
どうぞご期待くださ

い。

東都祭実行委員長
　理学療法学科   

 1年 荒井 美里

理学療法学科1年の学生によるライブ演奏がおこなわれました！
結成は2か月前とのことでしたが、熱いライブで会場を盛り上げてくれました！！

模擬店ではタピオカド
リンク・マフィン・焼
きそば・ハンバーガー
を販売しました！

看護分野では高齢者体験、血圧
測定、手指消毒体験を理学療法
分野では体成分分析・重心測定な
どのコンテンツを用意しました！

プロポーズ直前の時期での腎臓が
ん宣告から、闘病生活を支えてく
れた周りの方々との日々について
語っていただきました。

深谷出身のロックバンド
Dandelionがはるばる
幕張キャンパスに来てく
れました！圧巻のライブ
パフォーマンスに熱狂！

Dandelion
6組（計12名）のコンテスト
が開催され、優勝したペア
にはディスニーペアチケット
が贈呈されました！
なんと先生の参加もあった
とか？！

男装女装コンテスト男装女装コンテスト

模擬店模擬店

Gt.池田遥介

Dr.上野翔太

Vo.岡本優貴

はんにゃ川島
闘病生活講演会体験コンテンツ

東都祭東都祭幕張キャンパス

第2回
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子ども大学ふかや ［2019年9月28日開催］

深谷キャンパス

ヒューマンケア学部看護学科　准教授 神野 英明

　今年も深谷市教育委員会が主催する「子ども大学ふかや」に協賛し、深
谷市内の小学生37名を対象に特別授業を行いました。今回は、「目指せ介
護小学生」、「お年よりの口のはたらきと食事について知ろう」の2テーマ。
手浴やマッサージ、口腔ケアなどについて看護学科の教員による講義とボ
ランティア学生の協力による体験実習は大変好評でした。
　参加した小学生からは、「とても楽しかった」、「勉強になった」との高評
価をいただき、「家の人に手浴やマッサージをしてあげたい」、「将来は看
護師になりたいと思った」などの感想も聞かれました。

管理栄養学部地域連携事業
渋沢栄一翁給食 ～常盤小学校食育プロジェクト～ ［2019年11月11日開催］

ふるさと上柴まつり ［2019年11月16日開催］

管理栄養学部管理栄養学科　講師 小板谷 典子／助教 佐藤 美紀　

　「ふるさと上柴まつり」が、11月16日上柴中央公園にて管理栄養学部共催
で行われ、教員と5名の1年生男子が参加しました。「バランスのよいメ
ニューにチャレンジ！」ほか、「健康体格チェック」等、気軽に健康を考えられる
ブースとし、幅広い年代の方々が楽しみました。学生は積極的に笑顔の神対
応で大活躍！「学業に関連し地域の方と直接やりとりでき、とても勉強になっ
た」と、大きな収穫を得たようです。満足度調査では、満足113名、どちらでも
ない8名、残念0名と大好評でした！
　住民の皆様には健康を見直し、大学を知る好機になり得たと思います。自
然体での触れ合いを通じ改めて地域の支えを実感できた、心温まる一日となりました。

深谷市福祉健康まつりに参加しました！ ［2019年10月26日開催］

ヒューマンケア学部看護学科　助手 植竹 有香

　深谷市ビッグタートルで、第14回深谷市福祉健康まつりが開催されまし
た。東都大学も「健康チェックコーナー」を企画し、参加いたしました。血圧
測定・握力測定・ストレスチェック・フレイルチェック等を行い、多くの来場
者の方に喜んでいただきました。
　来場される方はみなさん健康に関心のある方ですので、測定結果につ
いて教員やボランティア学生の説明を熱心に聞いてくださいました。これ
からも地域の皆様の健康のために、お役に立てるよう努めてまいります。

地域とのつながり

献立：
黒パン、牛乳（ミルメーク）、
ステンドグラスキッシュ風、
ふっかちゃん野菜のごまごまサラダ、
栄一翁の愛した煮ぼうとう

2年次生の発表
「安全な食事を作るために」
「献立の工夫」「減塩のススメ」

給食経営管理論実習の
一環として、2年次生が
給食をつくりました。

小島市長中條学長中條学長

渋沢栄一翁の命日に因んで、

食育プロジェクトを実施しました
！

渋沢栄一翁給食を市民60名に提供！

常盤小学校4年生の発表
「深谷の郷土料理煮ぼうとうと
  深谷の偉人渋沢栄一翁」
「煮ぼうとうについて」

常盤小学校4年生の発表
「深谷の郷土料理煮ぼうとうと
  深谷の偉人渋沢栄一翁」
「煮ぼうとうについて」

看
護
学
科

event
管
理
栄
養
学
科

event
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メインテーマ「知っておきたい長寿の質を高めるヒケツ

幕張キャンパス

　メインテーマを「知ってお
きたい長寿の質を高めるヒケ
ツ」に掲げ、前半は講演会、後
半は体験・測定会を実施しま
した。参加者は総勢65名で、
10代から80代までの幅広い
年齢層でした。美浜区長の植
草栄司氏も参加いただき、大
盛況な公開講座となりまし
た。
　前半の部は、理学療法学科
の講師2名による「ロコモティ
ブシンドローム」と「コグニサイズ」に関する講演が行われました。健
康長寿の秘訣は、身体機能と認知機能の維持・向上にあり、そのた
めには普段から適度な運動と栄養管理と社会参加（他者との交流）
が重要であることが強調されました。
　後半の部の体験・測定会では、コグニサイズを体験し、ロコモ度を
測定しました。また歩行能力テスト、バランス機能のテストなども最
新の機器で計測・分析し、個々にフィードバックしました。
　参加者からは、「とても楽しかった」「今回の公開講座は初めての
経験ばかりで、とても楽しく参考になった」「このような企画があれ
ば是非また参加したい」「今度は具体的な訓練方法を知りたい」など
など、とても満足度の高い、積極的なコメントが多く寄せられました。
　地域の方々との交流を深めることができた、とても有意義な公開
講座となりました。

公開講座 ［2019年11月2日開催］

社会福祉法人友和会 コスタリゾン千壽苑にて夏祭りのボランティア活動

　美浜区真砂にある「社会福祉法人友和会 コスタリゾン千壽苑」
の夏祭りの看護学科の学生3名（2年生2名、1年生1名）、教員1名
でボランティアとして参加してきました。「コスタリゾン」はスペイン
南部の海岸“コスタ・デル・ソル”と、法人理念に関係する言葉
「Living(暮らし)、Life（人生）、Zone(地域)、Human(人)」を組み
合わせたスタッフによる造語です。その名の通りとても明るく開放
的な施設で、地域の方々との交流や、ボランティアによる様々なイ
ベントが行われています。今回の夏祭りでは、射的などのゲーム、盆
踊り、ボランティアによるコーラスや職員によるリコーダー演奏、焼
きそばや焼き鳥、綿あめなどの屋台が広がり、スタッフが総出で準
備から運営にあたっていました。
　私たちも売店やゲーム担当スタッフとしてお手伝いさせていた
だきました。入所者さんだけでなく、ご家族の方も笑顔で楽しんで
おられました。またスタッフも笑顔が絶えず、皆さん方の日頃から
の関係性の良さを感じ、私たちもボランティアといいながらもすっ
かり楽しませていただきました。
　次年度からは実習でご指導いただく施設ですが、学部として長く
かかわっていけたらと思っています。

ボランティア活動 ［2019年8月24日開催］

幕張ヒューマンケア学部理学療法学科　教授 高杉 潤

幕張ヒューマンケア学部看護学科　准教授 堀之内 若名

Various activities

Connection with the community
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　基礎看護実習Ⅰは前期の講義や演習で学んできたこ
とをふまえ、看護の実際を学ぶことができました。看護
師の業務は幅広く、他の医療従事者と多く関わりがある
こと、患者さんやその家族と信頼関係を築くようなコ
ミュニュケーションを取りながらの援助を実際に見るこ
とができました。特に、看護師が患者一人一人の個別性
を考えた援助を行うことの大切さを感じました。また、
学んだことや感じたことを友人と共有し、多くの学びを
得ることができました。だんだんと専門的な内容が増え
て難しくなりますが、先生方の指導や友人との協力を大
事にして、努力していきたいと思います。

ヒューマンケア学部  看護学科1年　田名部 葉水
東京都私立品川女子学院高等部出身

　看護や身体に関する基礎的な科目が多かった１年次が
無事に終わり、看護の専門的な科目が始まる２年次も、も
う半年以上が経ちました。
 ２年次の学習を進めていく上で、１年次で習得した基礎的
な知識を活用する必要があるのですが、その知識が定着
しておらず苦労したことが多々あり、改めて毎日コツコツ
と復習することの大切さを実感することが出来ました。
 また、2年次で習得する知識は、これからの臨床実習に直
結する重要な知識だと思います。そのため、ただ終講試験
のために知識を記憶するのではなく、使える知識として身
につけられるよう臨床実感に向けて理解を深めていきた
いと思います。

ヒューマンケア学部  看護学科2年　常木 萌未
埼玉県私立本庄第一高等学校出身

　管理栄養学部での学びは必修の講義や実習が多く忙
しいですが、毎日が大変充実しています。講義では特
に、人体のしくみや生理機能についての学修が興味深
く、毎回の授業が管理栄養士としての基礎になることを
実感しています。実験や実習は得意ではありませんが、
仲間と協力して取り組むことで、技術やコミュニケー
ション力が身についているように感じます。
　また学外では、病院見学で臨床現場における管理栄
養士の役割を学んだり、「ふるさと上柴まつり」で学科
のブースに参加し地域の皆さんと交流するなど、貴重な
体験ができています。栄養教諭の免許取得も目指して
いるので、資格を活かした進路に進めるよう、色々なこ
とに挑戦し視野を広げたいです。

管理栄養学部  管理栄養学科1年　宇田川 侑真
群馬県私立常磐高等学校出身

　私が管理栄養士を目指したきっかけは、人の健康を食の
面からサポートできる職業に大きな魅力を感じ、食と健康
の専門的な知識や技術を身につけたいと感じたからで
す。
　1年次の授業の中で興味深いのは、食品に関する講義や
実験です。講義では新しい知識を学び、実験では実際の食
品から成分量を求める原理や方法を学んでいます。
　管理栄養士は様々な知識をもとに、健康な方へも病気
を患っている方へも、個々に応じて栄養指導できることが
求められます。私は将来、どんな患者さんにも食べること
楽しんでもらえる病院の管理栄養士になることが目標で
す。今学んでいることを少しでも多く吸収し、将来に役立て
るよう充実した学生生活を過ごしたいです。

管理栄養学部  管理栄養学科1年　黒岩 実里
埼玉県私立本庄東高等学校出身

ヒューマンケア学部 看護学科 
助手 遠藤 肇
　高齢者看護学領域に着任
致しました。看護の持つ人と
人との関わりという魅力をお
伝えできればと思います。宜し
くお願い致します。

管理栄養学部 管理栄養学科
助手 三井 健司
　学生たちの「栄養・食品に
ついて学びたい」「管理栄養
士になりたい」を叶えられるよ
うに精一杯サポートしていき
たいと思います。

新任教員紹介
［深谷キャンパス］

Student life
Fukaya
 Campus
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　現在、選手4名とマネージャー2名の計6名で活動していま
す。選手3名は、高校時代から活躍していて全国大会で戦える
レベルです。もう一度あの舞台に立ちたいと思い、水泳サーク
ルを結成しました。まだ男子学生が1名しかいないため、来年
は男子学生の入部を楽しみにしています。
　来年は関東学生選手権大会に出場し結果を出して、全日本
学生選手権大会の出場を目指します。水泳は個人競技ではあ
りますが、スタート台に立った時の声援が自分の力となり、仲
間の大切さを実感することができます。また、自分のペースで
泳げるため自分の実力にあった練習もできます。初心者でも
大歓迎です。少しでも興味のある方は一緒に活動してみませ
んか。

幕張ヒューマンケア学部  看護学科1年　松島 香帆
東海大学付属浦安高等学校出身

　大学に入学して約半年が経ちました。後期になって科目も
増え、毎日忙しい日々を送っています。学習面では、空き時間
を利用して、課題に取り組んだり、友人と勉強しています。
　その他の学生生活では、たくさんの人と交流したいと思い、
様々な活動に参加しています。大学では、受験生のサポートを
するオフィシャルサポーターをしています。地元ではアルバイ
トをし、ボランティア活動もしています。また高校時代、弓道部
に所属しており、入学後も続けたい気持ちがあったため、連盟
に加入し弓道を続けています。
　学習だけでなく、社会性を身につけることも大事だと考えて
います。これからも、様々な活動を通して人と関わり、視野を広
めていきたいです。

幕張ヒューマンケア学部  看護学科1年　青木 梨咲
千葉県立佐倉東高等学校出身

　私は高校時代文系でしたので、理系大学の学習についてい
けるか多くの不安がありました。しかし、先生方がわかりやすく
指導してくださったおかげで、不安なく学習に臨めています。
　夏に老人保健施設で臨床見学実習があり、理学療法士の仕
事を直接見る機会がありました。その際に、現場での対応につ
いて理学療法士の方に尋ねると、「利用者さんが怪我をしな
いよう、一人一人に合わせた対応をしている」と教えてくださ
り、利用者さんへの安全の配慮の重要性がわかりました。また
臨床見学実習では、知識不足を実感する場面も多くありまし
た。これからより多くの専門知識や技術を身につけることがで
きるよう、学習に励んでいきたいと思います。

　基礎看護学を担当します。皆さんと一緒に看護の基本を学
び、看護への興味をより深めていけるようにサポートしていき
たいと思います。

幕張ヒューマンケア学部  理学療法学科1年　井筒 多実亜
石川県立輪島高等学校出身

基礎看護領域 助教 平井 玲子

　入学して半年が経ち、オープンキャンパスや入試相談会に
オフィシャルサポーターとして参加しています。まだ1期生しか
入学していませんが、大学に貢献できている実感が湧いてき
ました。後期に入り授業科目が増えて学習量が一気に多くな
りました。特に解剖学、運動学、生理学は理学療法士になるた
めの基礎であり重要な科目のため、覚えることも多く大変で
す。授業のない空きコマなどで時間を作り、学習習慣を身に付
けたいと思います。
　友達とは、授業で分からないことを教え合い、時には遊んだ
りしてオンとオフのメリハリがしっかりできているので毎日充
実しています。
　1期生として、後輩が入学してきても恥ずかしくない先輩で
いられるように頑張っていきます。

幕張ヒューマンケア学部  理学療法学科1年　磯 和馬
千葉英和高等学校出身

スチューデントライフ

水泳サークルについて 学生生活について

理学療法学科について～臨床見学実習を終えて～

新任教員紹介
［幕張キャンパス］

学生生活について

Makuhari
 Campus
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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

〒261-8501 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、大学の名称を「東都大学」へと変更いたしました。

入試相談会 2020
■深谷キャンパス ■幕張キャンパス

2/21（金）     
◉管理栄養学部 
　管理栄養学科

◉幕張ヒューマンケア学部 
　理学療法学科

9：30～12：00（両キャンパス共通）※HPからお申し込みください。開催時間

2/27（木） 

2020年度今後の入試日程
一般入試Ⅱ期
ＡＯ入試Ⅳ期※

社会人入試Ⅲ期※

模擬面接や個別相談も実施！入試の直前対策にぴったりです！

選抜方式 出願期間〔締切日必着〕 合格発表日試験期日

一般入試Ⅲ期
ＡＯ入試Ⅴ期※

社会人入試Ⅳ期※

ＡＯ入試Ⅵ期※

社会人入試Ⅴ期※

１／３１（金）～２／７（金）

２／２８（金）～３／６（金）

３／９（月）～３／１６（月）

２／１５（土）

３／１１（水）

３／２０（金・祝）

２／１７（月）

３／１２（木）

３／２３（月）

※ヒューマンケア学部看護学科（深谷キャンパス）はAO入試・社会人入試は実施いたしません。

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うなど「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。

高大連携

群馬県立伊勢崎興陽高等学校（1～3年生対象）

ヒューマンケア学部 看護学科

群馬県立伊勢崎興陽高等学校（2年生対象）

管理栄養学部 管理栄養学科

出前授業

上級学校訪問
見学会

心音などを聞くことができて、とても良い経験になりました。リアルでおどろきました！

思ったより力が必要
で大変でしたが、

すごく勉強になりま
した。

色々な料理の写真があって見ごたえがありました。

先輩方がすごく話しやすかったので、楽しく授業が受けられました。
商品サンプル

（フードモデル）な
どがあって、

わかりやすかったで
す。

食塩について詳しい
話が聞けて良かった

。

今後の生活にいか
していきたいです！
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