
 

第11号 2018年6月発行 

 この度、文部科学省より職業実践専門課程の認定を受けました。これは 

「専門学校のうち、企業などと密接に連携し、最新の実務の知識・技術を身に

つけられる実践的な職業教育に取り組む学科を文部科学大臣が認定する」ものです。 

認定の特徴として①企業等が参画する教育課程編成委員会を設置しカリキュラム

を編成している。②企業等と連携して、演習、実習の授業を実施している。

③企業等と連携して、最新の実務や指導力を習得するための教員研修を実施し

ている。④企業等が参画して学校評価を実施している。⑤学校のカリキュラムや教職員等について

ホームページで情報提供している事が挙げられます。 

理学療法士養成課程には臨床実習が必須で、本校も多くの病院・施設のご理解とご協力による

実践と、講師としてもご教授いただき、密接な連携作りに努めています。今後も、本課程で養成する

人材像をより明確にし、高度で実践的な学生教育・職業教育を充実させ、内部体制も確認しながら、 

選ばれるより良い学校を目指していきます。また、病院・施設とは社会貢献できる関係が強化されるよう

取り組んでまいります。今後とも皆様のご理解ご協力をよろしくお願い致します。 

                               （参考：文部科学省HP） 

 4月7日(土)に第11期生の入学式を挙行しました。皆さん緊張した 

面持ちでしたが、入学前には接遇研修を受講していたので全員が 

揃った動きをしておりとても気持ちの良い式となりました。これから

始まる学生生活は困難の連続かと思われますが、その中で楽しみを 

見つけ充実した日々を過ごして頂きたいです。目に見える「運動」 

だけでなく、目に見えない「心」にも適切なリハビリテーションを 

提供できる人材になってください。 

 4月27日(土)えんぱーくにて、今年度の臨床実習教育者会議を 

開催しました。 

 事前研修会では、日本理学療法士協会理事であり増原クリニック 

副院長の中川法一先生をお招きし、「クリニカルクラークシップ」

と い う 臨 床 実 習 体 系 に つ い て 

熱く講演していただきました。教育者

会議には48施設のご参加をいただき、実習方法の説明や情報交換を

させていただきました。また、3年生は、合計16週間の臨床実習Ⅰ・Ⅱ

に向けて自己紹介と、野村武児さんによる代表挨拶を立派に行うこと

ができました。 

入学式 

臨床実習教育者研修会・会議 

認定 職業実践専門課程 
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 今年度、学生会長になりました春宮瑞樹

と申します。 

 私はこの信州リハビリテーション専門

学校がより一層一つにまとまることが 

できるように、学年（横）のつながりだ

けではなく、学校全体（縦）のつながりも

大切にしていければ良いと考えています。 

 よろしくお願いいたします。 

 4月2日(月)3日(火)、 

えんぱーくにて「松樹 

学園接遇研修」を開催

しました。医療福祉現場

での対象者への適切な

接し方や思いやりを 

形に表す能力を身に付けるため、講義や 

グループワークに取り組みました。また、 

卒業生からの貴重な経験談も勉強になりま

した。それぞれ自分の課題を発見し、今後の

学校生活に活かします。 

 1年生は4月6日(金)、2・3年生は5月10日

(木)に、社会福祉法人平成会危機管理室の 

宮澤先生を講師に、危機管理講話が開催され

ました。自転車や歩行者の立場でも、重大な

過失になりうる交通のことや、便利な反面、

使用方法によっては他者にも自分にも被害が

及ぶ危険があるSNSの 

怖さについて学びました。

今のうちから他者や 

自分自身を守る「危機

管理」を意識していき

ましょう。  

 5月15日(火)に、木曽消防署北分署員の皆様

を講師に、1年生に対して普通救命講習が開催

されました。講習で応急手当の基礎知識など

を学んだ後、心肺蘇生法と人工呼吸の実技、

AEDの使い方を学びました。学生たちは、 

今後、医療従事者になる者として真剣に演習

に取り組んでいました。

いざという時は、落ち

着いて救命に取り組む

心構えを持っていま

しょう。  

 5月2日(水)にクラスマッチを行いました。

競技はバスケットボール、フットサルの2種目

でした。どの試合も白熱していて、自分が 

試合に出ていない時でもとても楽しかった 

です。クラスのみんなの新しい一面を見つけ

られたり、他学年の人達

と親交を深めることが

できたとても充実した

クラスマッチになりま

した。 

クラスマッチ 
イベント委員 2年 日向 彩永 

接遇研修 

学生会長挨拶 
    2年生 春宮 瑞樹 

危機管理講話 普通救命講習 

 6月3日(日)に奈良井宿で行われたお茶壺道中に 

参加させていただきました。 

 江戸時代、徳川将軍家に献上するお茶を京都から

江戸まで運ぶ際に、献上するお茶に潮風を当てない

ようにするため木曽路を通った道中行列の再現が 

お茶壺道中です。江戸時代の旅装束

を着て茶壺を載せたかごを中心に、

「下に、下に」の声と太鼓に合わせ

て練り歩く様は宿場町の風情と相

まってまるで時代絵巻のようでした。 

 遠い江戸時代に思いを馳せながら

歩き、お茶壺道中の歴史を今に伝え

ることができる行列に参加すること

ができ、また行事を通して地域の方

との交流も深める事ができてとても

有意義な時間を過ごせました。 

お茶壺道中に参加して 
 イベント委員 2年 奈須川 美紗 
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楢川マスターズ倶楽部の皆様に対し健康増進

についての講演をさせて頂きました。楢川マスターズ

倶楽部とは楢川地区高齢者の方を中心とした

サークルです。理学療法士の仕事の一つとして

高齢者の方が活き活きと健康的な生活を送るため

に、介護予防体操などを

指導しています。当日は

「歩行と健康の関連性」

について話をし、歩くこと

の重要性や正しい歩き方

のポイントなど実践を交

えてお伝えしました。 

 2年生（担任：藤堂 庫治） 
 

 普段は大人しい

雰囲気ですが、 

気持ちのスイッチ

を上手に切り替え

ることができる 

クラスです。今年

のクラスマッチではフットサルと男子バスケット

で優勝することができました。 

 未熟な点もありますが、幹部学年として 

学生会や檜翔祭などを運営することで、学年

のチームワークが高まり、個の責任感が高ま

ることを期待しています。 

 3年生（担任：渥美 六英） 
“勝負の年”いよいよ最終学年！この1年は臨床実習、就職活動、

国家試験があり「勝負の年」です。そして学生生活としても

「最後の年」です。 

乗り越える山は遠くさらに高く見えます。けれど、一歩一歩

確実に歩めば必ず頂上に辿り着けます。今まで一緒に頑張って

きた仲間と励まし合い、懸命に努力出来るかが鍵。クラス全員

で頂上に立ち「自分に勝つ一年」にしよう。 

 私が入学して驚いたことは接遇研修でした。それまで接遇は簡単だと思っていました。ところが

実際にやってみると出来ない事もありました。例えば、挨拶や返事が出来ないなどです。私は 

将来、接遇が身につき、相手の立場になって考え行動できる理学療法士になりたいので、これからも

接遇を意識して生活をして、目標に辿りつけるようにしたいと思います。 

 1年生 白鳥 出帆
しろとり いずほ

 

国家試験報告 
 2月25日(日)は第53回理学療法士国家試験

でした。前日の24日に塩尻駅からバスで 

移動し、当日もバスで会場に向かいました。

行きのバスの中は終始リラックス。帰りの

バスは全員グッタリ。3年ないし4年間の 

努力をこの1日に注入したからです。3月27日(火)

運命の結果発表。34名中30名が合格。本校 

合格率88.2%(全国81.4%)。4名は残念でした

が、創設以来初の30名を超えた合格者を出す

ことができました。    

 ご協力ありがとうございました。 

 1年生（担任：青栁 省吾） 
 

 37名の11期生は“元気で素直”が持ち味です！

皆素敵な個性を持っており、授業の反応が 

良く、外部の先生からもお褒めの言葉を 

いただいています。最近は、専門的な言葉や

事象の繋がりがわかってきて、勉強が楽しい

という声も多く聞かれます。これから内容も

濃くなっていき、行事

も多く忙しくなります

が、個性を活かして 

元気に仲良く協力しあ

い乗り越えていきま

しょう！  

康 



関連法人 

姉妹校  

平成29年度 卒業生就職先 

編集後記：信リハ通信第11号をお読みいただきありがとう

ございます。新入生37名を迎え、意欲に溢れた新年度が 

スタートしました。これからもより充実した学校生活が 

送れるよう努めてまいります。11月には檜翔祭があります。

是非おいでいただき、学校の雰囲気を楽しんで頂ければ 

幸いです。お待ちしております。 

〒399-6301 長野県塩尻市贄川1215-2 

TEL：0264-34-1023／FAX：0264-34-3371 

http://www.shinshu-reha.ac.jp 

【県内】 

有明苑 上田整形外科クリニック 鹿教湯病院  

上伊那生協病院 桔梗ヶ原病院 グレイスフル下諏訪 

信越病院 諏訪湖畔病院 諏訪中央病院  

中信松本病院 松本中川病院 ローズガーデン 

【県外】 

石和温泉病院 一宮温泉病院 一宮西病院 宇都宮病院 

太田病院 狭山神経内科病院 市立恵那病院  

せせらぎの里 相武台病院 東京総合病院 

中村病院 東所沢病院 笛吹中央病院 三芳野病院 

学 校 長   村松 秀明 

学 科 長   小野 佳子 

教務主任   木島 隆 

専任教員   鈴木 美香 

       渥美 六英 

       藤堂 庫治 

       青栁 省吾 

事務局長   小尾 勉 

事務局次長  小松 瑞樹 

事務局課長  林  詳子 

事務員    降旗 愛美 

       住井 風音 

       山岸 歩 

2018年 

 6/  9（土） 

 7/21（土） 

 8/11（土・祝） 

  11/  3（土・祝） 

2019年 

 3/23（土） 

2018年  

 8/  2（木） 

2018年  

 9/  8（土） 

病院見学会 

桔梗ヶ原病院 

学校説明会 

【介護老人保健施設 わかな】 

  7月 防災訓練① 

     夏の陣（交流会） 

       玄蕃まつり 

  8月 夏季休暇 

      （7/30～8/16） 

10月    1年生保護者懇談会 

11月  檜翔祭 

             3年生保護者懇談会 

       防災訓練② 

12月 危機管理講話② 

    2年生保護者懇談会 

  1月 冬期休暇 

      （12/29～1/6） 

  2月 国家試験 

  3月 卒業式 

入試説明会 

今後の主な行事予定 

教職員体制 

 
最新情報を更新中です 
ぜひご覧ください♪ 

ホームページ 信リハ 検索 


