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 平成 3 1年 4月 6日 (土 )塩尻市の 

えんぱーくにて、第12期生の入学式

を挙行いたしました。多くの保護者

の方や学校関係者の方に見守られる

中、新入生は新たな出発に緊張しつ

つも、希望に満ちた良い表情で式を

迎えていました。これからの学校生

活は大変なことも多いでしょうが、

様々な学びや出会い、経験を仲間と

ともに分かち合い、充実した日々を

過ごしていって頂きたいです。人と

しても理学療法士としても信頼され

る人物になれるように、これから3年

間頑張っていってください。 

  平成31年4月26日(金)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、本校の実習施設でもある新座病

院リハビリテーション科科長の山田隆介先生をお招きし、「診療参

加型実習の実践」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45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、池上大樹さんによる代表挨

拶を立派に行うことができました。 

 4月よりお世話になっております。児玉大和と申します。

出身は長和町で、休日はバイクに乗り近県にツーリングに出かけて、景色や空気の変化を

視覚だけでなく全身で感じています。未熟ではありますが学生一人ひとりが豊かな感性を

持ち現場で通用する理学療法士になれるよう、精一杯サポートしていきます。 

よろしくお願い致します。 

新任の挨拶        
専任教員 児玉 大和
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 新入生対象に、4月1日から2日間、えんぱーくで

接遇研修を実施しました。「接遇」の意味や礼儀、

言葉遣いだけでなく、他者への思いやりの心を形に

表すための態度について

学ぶ研修です。多くの

グループ学習を経験し、

仲間作りや意見交換の

難しさにも気づいた様子

でした。今後も学校生活

を中心に継続して学びを

進めてまいります。 

 

 1年生は4月5日、2・3年生

は5月9日に、社会福祉法人

平成会危機管理室の宮澤

優一室長を講師にお招き

し、交通事故やSNSの危機

管理について講話いただき

ました。時間にゆとりをもつこと、いつ何時なにが

あるかわからないという心構えが大切であると教え

ていただきました。理学療法士を志す学生として、

知識はもちろん、倫理感を高められるように学校生

活を送りましょう。 

 5月14日(火)に、木曽消防署北分署員の皆様を

講師に、新入生に対して普通救命講習が開催され

ました。心肺蘇生法と人工呼吸の実技、AEDの

使い方、人の運搬方法を学びました。新入生たち

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、率先して行動でき

るスキルと心構えを身

につけていきましょう。 

 今年度、学生会長になりました緒方希一

と申します。信州リハビリテーション専門学

校は、自然豊かな環境と檜を使った木造作り

の校舎が特徴です。 

 私は今年一年意識して生活したいことがあ

ります。それは「挨拶」です。当たり前な事

ではありますが、当たり前のことを当たり前

に行えるようにしたいです。よろしくお願い

します。 

学生会長挨拶 

 平成から令和に変わった初登校日にクラスマッチ

が行われました。競技は毎年行われていたバス

ケットボールとフットサルに加え、今年はバレー

ボール、フリースロー対決、ストラックアウトも行い

ました。３種目に増え

たことで見応えもあり、

応援にも熱が入りました。

クラスマッチを通して、

他学年の人達と親交を深

めることもでき、とても

有意義な時間を過ごすこ

とができました。 

2年生 緒方 希一 

接遇研修 危機管理講話 

普通救命講習 
イベント委員 2年 宮脇 大輔 

クラスマッチ 

 6月9日に行われた奈良井宿場祭

のお茶壺道中に参加しました。お

茶壺道中とは、江戸時代に幕府が

将軍御用の宇治茶を茶壺に入れて

運ぶ行事のことだそうです。その

行事を再現して当時の格好をして

奈良井宿を歩きました。私は長持奴

という役をさせていただきました。

長持奴というのは、衣服などを入

れた大きな箱を運ぶ役割で、実際に私も大きな箱を持って

歩きました。私達が運んだ箱には中身が入っていなかった

のですが、箱自体の重さがあり数十分歩くだけでも肩が痛

くなったり体の疲れが出たりしてとても大変でした。ま

た、二人一組で運ぶのですが、二人の歩調

をずっとあわせることも大変でした。当時

の人達はとてもすごいと思いました。今回

このような貴重な体験ができてとても良

かったです。 

イベント委員 2年 丸山 海周 

お茶壺道中 
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 4月からスタートし、早2ヵ月です。学生の皆さんは解剖学や生理学

など今まで経験したことのない分野に悪戦苦闘の毎日です。でも

苦楽を共にする新しい仲間たちもできました。クラスの中でも徐々

にまとまりが出来てきており、仲良しグループも見受けられます。 

仲間を大切にしてクラス一丸となって挑めば定期試験も怖くない！ 

 現在34名の11期生は“元気で素直”が持ち味です！クラス内は明る

くて、仲がよく笑顔が絶えません。2年生になり勉強の内容も一段と

濃くなってきますが、持ち前の明るさと素直さを活かして、一致団結

しなりたい理学療法士に向かって頑張っていってください！ 

1年生 （担任：児玉 大和） 

  新入生の声  1年生 伊藤 彩乃 

2年生 （担任：青栁 省吾） 

3年生 （担任：藤堂 庫治） 

 まじめなクラスです。3年間を通して、欠席が少なく、提出物など

の期日を安定して守ることができます。今年度になり、臨床実習を

前に自主的に実技練習に取り組むなど、患者様を意識した準備がみら

れるようになりました。病院での経験を通じて更に成長し、国家試験

に向けてクラスの団結力が更に強くなることが期待されています。 

 

AO入試・減免制度 国家試験報告 

 私は接遇研修で医療従事者として一番大切な挨拶やコミュニケーションを学びました。

患者様と接する時に挨拶は人間関係を作るために必要なことであり、第一印象を決める

大切なことです。また、コミュニケーションをとることで患者様に寄り添うことや患者

様との間に信頼関係を築くことができると考えます。これからの学校生活で接遇を意識

すると共に国家試験合格を目指して頑張っていきたいと思います。 

 2020年度入試より、AO（アドミッション・

オフィス）入試を開始します。学力だけで

は測れない意欲や熱意、適性に着目した

入試です。本校が求める学生像に照らし合

わせて選考します。また、入学検定料や

学費減免制度も同時スタートします。それ

ぞれ、入試区分や時期、学校説明会参加回数

などの条件を設定しています。詳しくは

学校までお問合せください。 

 平成31年2月24日(日)は第54回理学療法士

国家試験でした。前日からバスで移動し、

愛知県の会場に向かいました。当日まで、そ

れぞれの人生にないくらい勉強をし、努力を

してきました。3月25日(月)運命の合格発表の

結果、30名中28名が合格。本校合格率93.3%

(全国92.3%)。2名は残念でしたが、来年リベン

ジを期待します。今回も全国平均を上回るこ

とができました。 

 ご協力ありがとうございました。 



  関連法人 

  姉妹校  

   【桔梗ヶ原病院】 

編集後記：信リハ通信第13号をお読みいただきありがとうございます。 

今年度は新たに専任教員を1名迎え、新体制でスタートしました。これか

らもより良い学びの場を目指して努めてまいります。11月には檜翔祭が

開催されます。是非おいでいただき学校の様子をご覧下さい。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 

 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 

 

 

《教職員体制》 

  7月 防災訓練① 

    夏の陣（交流会） 

      玄蕃まつり 

  8月 夏季休暇 

      （8/1～8/18） 

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 

      （12/28～1/5） 

  2月 国家試験 

  3月 卒業式 

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    藤堂 庫治 

        青栁 省吾 

        児玉 大和 

教員兼事務局員 鈴木 美香 

事務局長    小尾 勉 

事務局次長   小松 瑞樹 

事務局課長   林  詳子 

事務局員    降旗 愛美 

        里見 綾佳 

        山岸 歩 

 

学校説明会 病院見学会 

【県内】 

相澤病院 浅間南麓こもろ医療センター  

アルテンハイム会地の郷 飯田病院  

鹿教湯三才山リハビリテーションセンター  

上條記念病院 かりんの里 桔梗ヶ原病院  

健和会病院 信越病院 新生病院  

諏訪共立病院 松本中川病院 丸子中央病院  

丸の内病院 

【県外】 

上野原市立病院 鵜飼リハビリテーション病院  

久我山病院 国立病院機構甲府病院  

総合東京病院 三芳野病院 宗岡中央病院  

守山いつき病院 

   【介護老人福祉施設さわらび】 

今後の主な行事予定 

平成30年度 卒業生就職先 

2019年 

 6/ 22（土）  9:00～ 

 7/ 20（土）  9:00～ 

 8/ 10（土）  9:00～ 

   9/  7   (土）  9:00～ 

   11/ 3（日）13:00～ 

2020年 

 3/ 20（金・祝）9:00～ 

2019年  

 8/ 1 (木）15:00～ 

※いずれも開始時間は都合により変更になる場合があります。 


