
 

 
 

                             

 

「今」を共に歩む  
学校長 村松 秀明 
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 今年度、学校長に就任いたしました村松秀明と申します。 

 本校は平成20年に開校し、今年は10年目を迎える節目の年となります。この間、7期生まで199名を 

理学療法士として、医療・福祉の現場に送り出すことができました。各地で卒業生が活躍している話を

耳にするたび、やりがいを感じつつ新たに身を奮い立たせています。今日を迎えられるのも、地域や 

保護者の皆様、学校運営に携わる皆様のご支援、ご協力の賜物と感謝申し上げます。 

 

 教育とは「他人に対し意図的・無意図的な働きかけを行うことで、その人を望ましい方向へ変化させ

ること」と言われます。贄川の地に義務教育を終え、目標を定め集った者の気概を損ねず、最終ゴール

へ導くために多くの働きかけを行っています。しかし、国家資格の取得は決して容易ではありません。

学ぶ事を受け身でとらえていると、身につかず遅れてしまいます。自らオールで漕がなければ、進ま 

ないか漂流してしまうのです。受動的であるならば、働きかけを受け能動的に学ぶ姿勢へ、自他ともに 

望ましい方向への変革を望みます。 

 教育には前述に加え「内側にある能力を引き出すこと」も重要で、加えて「社会に加わる人達を 

社会成員にすること」と捉えています。個人の能力や状態の把握による関わりと、開校から取り組んで 

いる「接遇」の理解と体得などは、医療人としても円滑な社会参加につながると考えます。 

 

 本校の役割達成には、まず学生自身の目標が色褪せないよう、素晴らしい道を選択したことを伝え 

続けていきます。また、急流を遡上する力を 

養い自ら学ぶ姿勢を身に着け、有意義な学生 

時代としていただきたいと願います。そして、

学生諸君の卒業後、頼られる理学療法士として

社会貢献している姿を想像し、感謝の心を持ち

「今」を共に歩んでまいります。 

 

 力足らずではありますが、教職員一同全力を

尽くす所存です。皆様方には、何卒ご理解と 

ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し 

上げます。 

 

 本校の名誉学校長  重松 秀一先生（信州大学

名誉教授）が、平成29年5月4日(木)、ご逝去 

されました。享年79歳でした。 

 腎臓病理学の世界的な権威であり、国際腎 

病理学会において日本人初の永年功労賞も受賞

されました。偉ぶることなくいつも笑顔の絶え

ない先生で、多くの教えと指導をしていただき 

ました。ご冥福を心からお祈り致します。 

重松 秀一名誉学校長を偲ぶ 



信リハ通信 

 1年生は4月7日(金)、2・3年生は5月18日(木)に 

開催しました。交通事故の怖さ、個人情報取扱いの 

注意点について学びました。 

 学生にとって身近なSNS(ソーシャルネットワーキン

グサービス)は便利な反面、使用方法を注意しなけれ

ば他者に被害を及ぼす危険が 

あります。学生のうちから 

他者や自分自身を守る「リス

ク管理」に努めて学校生活を 

送りましょう。  

危機管理講話 

 4月21日(金)塩尻市えんぱーくにて、臨床実習指導者会議を開催しました。 

 本校では、今年度より実習方法としてクリニカルクラークシップを導入する 

ため、会議に先立ち、この方法の理解を深めるための研修会を行いました。 

 長野県理学療法士会教育部部長の森山 英雄先生（丸の内病院）、同じく 

研修部部長の岡村 良之先生（鹿教湯病院）、本校の木島教務主任の3名の講師 

から、理学療法実習の課題や改善点について多角的に講演していただきました。 

 県内外44施設から47名が出席され、活発

な意見交換、情報交換ができました。指導者会議では、実習でお世話

になる学生が自己紹介をし、代表として3年奥原 稲穂さんが立派に 

挨拶と決意表明をしました。 

 今後も、実習施設の患者様、指導者の皆様、学生にとって、より 

よい臨床実習になることを目指していきます。  

臨床実習指導者会議 

普通救命講習 

 5月16日(火)に木曽広域消防北分署の署員3名を

お招きし、1年生に3時間の普通救命講習をして 

いただきました。3グループ別に救急処置を実践し

ました。   

 はじめは、手順に戸惑ったり、難しそうに人工 

呼吸をしていましたが、 

講師に質問しながら指導を 

受け、最後には胸骨圧迫と

AEDを上手に実施していま

した。丁寧なご指導に感謝

いたします。  

 今年度4月より専任教員として入職しました。 

 私は松本市の出身で、学生時代から通して長野県におり、この土地の風土や文化の中で 

育ちました。自分自身も学ばなければならないことが多いですが、好きな景色に囲まれた 

学校で、学生と共に成長し、対象者様に対する思いやりと理学療法士としての責任や、 

  やりがいを伝えていけるよう尽力していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

新任の挨拶                   専任教員 青栁 省吾      

～学校法人松樹学園は、創立10周年を祝して、いくつかの企画を行っています～ 

記念式典 
 平成29年11月26日(日)ホテルブエナビスタにて記念式典を

開催します。当日は、特別講演会と記念パーティを企画 

しております。特別講演会は、野口 健氏 (登山家 )を 

お招きします。       ※予定は変更する可能性があります。 

研修旅行 
 東京ディズニーリゾートへ、1泊2日の研修 

旅行に行きます。思う存分楽しみながら、人に

喜ばれる「接遇」とはどんなものなのか、その 

心を学んできます。 

記念ボード 
 各校で、学生・教員の写真とともに目標

を書いた記念ボードを

作成しました。今年度

いっぱい玄関に掲示し 

ます。 

記念ロゴマーク 
 昨年度の在校生よりデザインを募集し、 

本 校 ( 7期 生 )米 山  雄 大 さ ん と 介 護 学 校 

(8期生)小林 由香里さん考案のデザインを 

もとに完成しました。「つながる心、つなげる 

未来へ」がキャッチフレーズとなりました。 
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 私は、6月4日(日)に奈良井宿で行われた「お茶壺 

道中」に参加しました。お茶壺道中とは、江戸時代、

京都宇治から江戸の徳川家へ献上される茶を運ぶ道中

行列を再現したものです。 

 私の役は、合羽駕篭奴
かっぱかごやっこ

と 

いうもので、篭を持って歩

きました。町並みが江戸 

時代そのもので、歩いて 

いるだけでも、まるで当時にタイムスリップしたようでした。服装も江戸時代 

を再現したものを着付けていただきました。 

 当日は天候にも恵まれ、暑くなったため衣装で歩くのは少し大変でしたが、 

普段の生活では得られない貴重な体験をすることができました。参加させて 

いただき、本当にありがとうございました。 

     学生会長挨拶             理学療法学科2年 小林 大翔 

 お茶壺道中に参加して   理学療法学科2年 久保田 結奈 

 

 信州リハビリテーション専門学校の開校10周年という記念すべき年に、学生会長を務めさせて

いただくことになりました。学生会活動として、この1年は地域交流に力を入れて取り組みたいと考えて 

います。特に檜翔祭は、地域の方々が多く来てくださり交流が一番できる機会です。10年間支えてくだ

さった地域の方々に感謝の気持ちを伝えられればと思います。 

  

 

 

 

                           第52回理学療法士国家試験が平成29年2月26日(日)に行われ

ました。今回、会場を東海地区とし愛知学院大学で受験しました。 

 3月29日(水)に厚生労働省より合格発表が行われ、結果は26名受験し、26名合格！国家試験合格率100％ 
達成です。これは学習方法を守って努力してきた結果です。 

 本校はグループでの学習方法を取り入れており、「お互いに教えあい理解しあう」方法です。なかなか 

模擬試験の点数が伸びず不安な時期もあったかと思います。しかし、自分を信じ仲間を信じ、支えあい・ 

教えあったことが実を結んだと思います。 

 現在の3年生は36名、“お互いに教えあい理解しあい”2年連続全員が合格できるよう全力で取り組んで 

おります。 

認知症サポーター養成講座 

 本校では、「認知症サポーター養成

講座」を全学年・教職員が受講しま 

した。社会福祉法人 平成会より、 

講師の先生(キャラバン・メイト)をお迎えし、学年

ごとに認知症について学びました。 

 認知症サポーターとは、認知症について正しく 

理解し、認知症の人やその家族が安心して暮らして

いけるように温かく見守り、支援する応援者のこと

です。困っている人に声をかけ、手助けできる人に

なれるよう、色々な事を学んでいきましょう。 

 

 平成28年10月1日、設立総会を経て

信州リハビリテーション専門学校 

同窓会が設立されました。その同窓会

会長を拝命いたしました、第1期卒業生の楯 あずさ 

です。 

 同窓会が沢山の卒業生、在校生また信州リハビリ

テーション専門学校との架け橋となれるよう、役員

一同、精一杯尽力して参りたいと存じます。今後 

ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上

げます。  

同窓会会長挨拶 



関連法人 

姉妹校  

平成28年度 卒業生就職先 
 

編集後記：信リハ通信をお読みいただき、ありがとう 

ございます。新学校長就任と専任教員1名を迎え、新体制

の中、よりよい学びの場を目指して日々取り組んでおりま

す。1 1月には、学校祭「檜翔祭」が開催されます。 

ぜひ多くの方に足を運んでいただき、学校の様子をご覧 

いただければ幸いです。お待ちしております。 

信州リハ 検索 

〒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】 

飯田病院 一之瀬脳神経外科病院  

稲荷山医療福祉センター 鹿教湯病院 

上伊那生協病院 上條記念病院  

桔梗ヶ原病院 信州上田医療センター 

諏訪共立病院 松本中川病院  

丸子中央病院 アルテンハイム会地の郷  

医療法人ゆりかご ぬくもりの里島立 

 

【県外】 

石和温泉病院 印西総合病院 甲府病院 

甲府城南病院 つねだ整形外科  

戸田中央リハビリテーション病院  

新座病院 

12月 2年生保護者懇談会 

      危機管理講話② 

1月  冬期休暇 

     （12/28～1/4） 

2月  国家試験 

3月  研修旅行 (3年生) 

      卒業式 

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 研修旅行 (1.2年生) 

            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 

            10周年記念式典 

今後の主な行事予定 
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体
制 

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 

事務局係長  平出 桂子 

事 務 員    降旗 愛美 

             山岸 歩 

学
校
説
明
会
等
日
程 

学校説明会 

2017年 

 6/10（土） 

 7/22（土） 

 8/11（金・祝） 

 11/3（金・祝） 

2018年 

 3/26（月） 

2017年  

 8/3（木） 

2017年  

 9/9（土） 

 入試説明会  病院見学会 

松樹学園のfacebookが開設！ 
 
最新情報を更新中です 

有料老人ホーム 

せせらぎ 

桔梗ヶ原病院 


