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月２日（金）に令和３年度の入学式を挙行いたしました。
　当日は、学科・研究科別での式典実施、ソーシャルディ

スタンスの確保やマスク着用の徹底などポストコロナ社会での
ニューノーマルを実践しながらの入学式となりましたが、喜岡
理事長からの祝辞、柴田学長からの式辞を聞く新入生のまなざ
しは希望に満ちており、新生活への期待に胸を膨らませている
様子が見受けられました。
　式典の最後には臨床検査学科・看護学科・看護学研究科それ
ぞれの代表者により宣誓が行われ、医療従事者を志す事への決
意が述べられました。
また、別室でのリモート観覧にも関わらず、多くの保護者の方
にご参列いただきました事に感謝申し上げます。

月５日（土）に令和３年度教育後援会の役員会を開催し、令和２年度
の事業報告や決算、令和３年度の予算や事業計画をご審議いただき、

承認されました。また、令和3年度の総会につきましては、役員会の中でも開
催の是非を慎重に検討いただきましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、会員（保護者）の皆様の健康と安全を優先に考え、開催を中止し、会員
の皆様には郵送の書面にて承認をいただきました。その際にお寄せいただきま
したご意見やご質問への回答は、本学ホームページにも掲載いたしましたので、
ご覧ください。
今後ともご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

学長　柴田 英治

友会は本学学生団体自治組織。
自主的に様々な活動を行っています。

　主な活動内容は、新入生歓迎会、親睦運動会、本学
クラブ・サークル活動支援や大学祭など、本学学生が
楽しい大学生活を過ごせるような活動を行っています。
　学友会メンバーは常に募集中です。

　今年は、4月2日(金)
に行われた入学式から 4
月6日 (火 )まで、新入
生オリエンテーションや
健康診断と、新入生は入
学式早々忙しい時間を
過ごしました。新入生
オリエンテーションの
最後には、学友会主催の
「新入生歓迎会」を実施
しました。
　今年度の新入生歓迎会は、感染対策のため遠隔と対面を併用して行いま
した。例年とは異なるももの、両学科長の挨拶を皮切りにサークル紹介や
ビンゴ大会など、例年通り終始明るい雰囲気の会となりました。短い時間
ではありましたが、これから一緒に過ごす同級生と大学生活について知る
ことができて、満足した様子でオリエンテーションを終えていました。

令和3年度
宮﨑德子および長江拓子奨学金授与式

令和3年度
四日市看護医療大学・大学院入学式

令和3年度
ラブ・サークル

令和3年度　教育後援会総会について

学友会からのご挨拶

毎週水曜日：11:00～15:00
臨床心理士：加藤美紀先生が担当して
くださっています。

昨年度は 3 つのサークルを新規団体として公認、
1つのサークルが統合し、計13団体が公認クラブ・
サークルとして認められて活動しています。

1 バレーボール部

2 ダンスサークル

3 ランサークルとことこ

4 バスケットボールサークル

5 軽音楽部

6 ボランティアサークル

7 くれよん

8 いろえんぴつ

9 救命部

10 ハンドマッサージ

11 生理学研究会

12 生化学愛好会

13 災害医療サークル
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令和３年度学友会　会長
２年　中野 澄香

新入生歓迎会
ようこそ四日市看護医療大学へ！ 

WELCOME!

こんにちは。令和3年度学友会会長を務めます

中野澄香です。

活動が制限されている状況ではありますが、皆さ

んとより良い大学生活をおくれるよう精一杯頑張

りますので、よろしくお願いいたします。

教学課　保健室担当しております松尾あゆみです。
本学2期生です。卒業後、保健所の勤務経験を経て、
2021年4月から教学課にお世話になることとなり

ました。
　いつも皆さんの元気な姿を先輩の気持ちで見守っています。
　ご入学、ご進級されてから4か月ほどが経過し、体調や気持ちに変化は
ないでしょうか？　困ったことや不安を感じることがあれば気軽に保健室
に話しにきてください。

月 21 日（水）に宮﨑德子および長江拓子奨学金授与式
が行われました。宮﨑德子奨学金は、開学以来、学科長、

学生支援センター、学長補佐を歴任され、現在に至るまで本学
の発展にご尽力いただいている宮﨑德子先生から頂戴したご寄
付を基に創設された奨学金です。また、長江拓子奨学金は、本
学で教鞭をとられたのち、顧問としてお力添えをいただいた長
江拓子先生から頂戴したご寄付を基に創設された奨学金です。
授与式では柴田学長から賞状と奨学金が授与され、宮﨑先生か
ら激励のお言葉をいただきました。皆様の更なるご活躍を期待
します。

〔宮﨑德子奨学金授賞者〕
市川幸輝さん　江端愛衣理さん　鈴木真裕里さん
松永妃那子さん　世古琳華さん　中村天音さん
伊藤きさらさん
〔長江拓子奨学金授賞者〕松井結菜さん



内の様子
家試験対策

窓会からのお知らせ

臨床検査学科看護学科

https://www.y-dousoukai.com
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例年であれば臨地実習は、病院等の現場で行っていますが、令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響により、
臨地にでる日数を減らして学内で実技演習を行いました。
患者様を想定してグループ皆で協力して頑張っている姿が見られました。
本学では感染症対策として学内実習を行う際はフェイスシールドの着用や人数を制限して行う等、対策をしています。

6/13（日）に今年度 第1回目のオープンキャ
ンパスを実施しました。
　今年度のオープンキャンパスは、規模を縮
小し、十分な感染症対策をとって執り行いま
した。ご来場・ご協力くださった皆様には心
より御礼申し上げます。

開催のご案内はこちらもごらんください。

左から春名誠美講師
　　　多次淳一郎講師
　　　北井真紀子助教

地域・公衆衛生学領域教員

同窓会の活動はURLの同窓会のサイトをごらんください。

暁学園は創立 75 周年を迎え、２つの募金を初めて設立いたし
ました。多くの皆様からのご支援を心よりお願い申し上げます。

　在宅看護学領域では年明けの
１つのグループだけは臨地実習
が行えず、学内実習となりまし
た。それでも学生たちは既習の
知識・技術を生かし、メンバー
で協力して事例の看護過程を考
え、技術演習を行いました。
　学生たちは状況を想像し、根
拠ある看護実践を考える貴重な
学びを得てくれたのではないか
と思います。
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前期 実力テストⅠ 1，2年次で修了した国家試験科目の国家試験形式実力テストを実施。

後期
模擬試験 外部模擬試験を実施。

確認試験 国家試験主要７科目について1週間ごとに科目100 問試験を実施。

4

前期
実力試験Ⅰ 2月実施の国家試験問題で試験を実施。

実力試験Ⅱ 国家試験に準じた問題200 問で試験を実施。

夏 勉強合宿（予定） 他大学との合同実施も検討中。

後期

実力試験Ⅲ 国家試験に準じた問題200 問で試験を実施。（過去５年分国家試験改変問題）

模擬試験
外部業者の模擬試験を年間通して実施
●医歯薬出版株式会社３回 （9月、11月、1月）
●医歯薬研修会３回 （10月、12月、1月）
●日本臨床検査学教育協議会2回 （12月、1月 or２月）

個別指導 各教員が少人数ずつ学生を担当し、学習進捗状況の把握、メンタル面のケア
を実施。

国家試験対策行事予定
学
年 時期 内 容

1 後期 学習対策 国家試験問題の勉強の仕方、解き方について講義を行う。実践し、国家試験
に触れる。

就職支援行事予定

1

前期 施設見学マナー演習 見学に際しての事前マナー演習【実施日振替検討中】

後期 施設見学
病院、検査センター、健診センター、保健所などを見学し検査技師の
活躍の場について視野を広める。(全員バスツアーなど)【実施日振替
検討中】

2
前期 卒業生講演会

卒業3～４年後の卒業生による講演会の実施。
各分野で活躍している年が近い先輩から仕事内容の話などを聞くこと
で多分野での臨床検査技師の活躍について視野を広める。【実施日振
替検討中】

YGテスト 外部委託
後期 履歴書作成 文章の書き方、自己分析を早期に行うことを目的として実施。
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前期
実習指導者講演会 病院検査室技師長から求められる人材についての講演。
クレペリンテスト 外部委託
小論文練習 学内担当で実施。

後期

マナー研修
ナチュラルメイク講座 就職活動にあたってのマナーやメイクの方法等（外部講師）

模擬面接 採用試験面接の練習
就職研究会 企業、施設から人事担当者を招き、合同就職研究会を学内で実施。
公務員対策講座 全国公開模擬試験、小論文模擬試験、SPI 模擬試験等。（外部講師）
就職活動スタート 随時、教職員がサポート

4 随時 内定まで 採用試験面接、履歴書添削等。（学内教員で個別対応）

学
年 時期 内 容

ープンキャンパス開催

場所：四日市看護医療大学校舎・グラウンド
対象：学生・教職員全員
目的：大規模地震を想定し一連の
　　　防災行動の把握と安否確認

８月２７日 ( 金 ) オリエンテーション終了後
　防災訓練を予定しています。

教学課からのお知らせ

今年度のオープンキャンパスは
６月13日と7月17日と8月9日です。

https://y-nm-jukensei-jp/nyushi/opencampus2021.html

受験生応援サイト


