保 護 者 会だよ り
医学部保護者会
7 月 4 日（土）17 時より、本郷・お茶の水キャンパス センチュリータワー地下会議室にて、
平成 28 年度第 1 回役員会が開催されました。
礒部教務課長より 1 年生運営委員である黒木規臣様・有希様、佐々木清隆様・美由紀様、
福久弘明様・美和様、水川浩一様・涼子様、本橋 隆様・美里様 計 5 組のご夫妻の紹介があり、
会長より委嘱状の手交を行いました。続いて、下記の議題について議事進行いたしました。
【議

題】

・ 平成 27 年度会計収支および監査報告について

・ 平成 28 年度年間行事について

・ 平成 28 年度予算案について

・ 平成 28 年度父母会定例総会について

・ 平成 28 年度修学援助金申請状況について

・ 平成 29 年度会長・監事選任について

・ 父母会名称変更および会則変更について

・ 大学からの学事報告について

既に本誌においては変更予定の名称を記載させていただいておりますが、他学部保護者会との
名称の統一、また医学部生の家庭環境の変化等を考慮し、
【保護者会】と名称を変更するための
会則改正案を 10 月 1 日に開催される定例総会にてご審議いただきますので、よろしくお願い
申し上げます。
（医学部保護者会

会長

江本

秀斗）

スポーツ健康科学部保護者会【さくら会】
役員会を 7 月 30 日に開催しました。今年の
保護者懇談会（大学との共催）には、昨年比で
2 年生以上の保護者に多くの申込みをいただき
ましたので、本郷・お茶の水キャンパス会場での
個人面談の待ち時間に、卒業後の進路に関する
特別セッションを企画しました。
今年度から大学に協力する形で行っている
「朝食チケット販売」により、毎朝 150 人ほどの

9/4、保護者懇談会 仙台会場

学生が栄養バランスの良い食事をとっています。昨年までは、100 円で提供される特別な
期間を除けば、学生食堂で朝食をとる学生はほとんどいませんでした。当該学生の保護者の方に
事前購入をお願いしているのですが、利用者が増えることでメニューの改善が進み、また、
チケット事前購入者以外の利用者もでてくるなどの好循環を呼んでおり、さくら会が父母の
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願いと家族の愛に支えられ、学生のために機能した事案となっています。
これからも、さくら会は、毎年の会員のニーズにタイムリーに応えたいと考えています。
引き続きのご理解とご支援をお願いいたします。
2016年度朝食平均食数
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医療看護学部保護者会
1．平成 28 年度保護者会総会・学年別懇談会
6/4（土）に平成 28 年度保護者会総会を開催いたしました。昨年度の決算報告の後、今年度の
活動予定と予算案の承認、そして新役員が選任されました。また、一昨年度から施行された
保護者会修学援助基金の規約と給付基準について再度説明させていただきました。これは、
入学後、保護者が不慮の事故、疾病あるいは災害その他の事情により学費等の支弁に困難を
生じた時、その学生の修学を援助するための基金です。
総会後には各学年に分かれて保護者懇談会が行われ、学年担当の先生方から学業についての
説明や学生生活において注意することなどのアドバイスをいただきました。
1 年生は、基本となるカリキュラムの説明の他、勉学や学生生活全般において悩みがあれば
アドバイザーやカウンセリングの先生方に相談すること、2 年生では実習に向けての心身の
整え方や SNS の情報取り扱いについての注意など、3 年生では実習中の学生の様子について
保護者に気をつけてほしいことや具体的なサポートについて、そして、4 年生では卒業試験、
国家試験の対策と就職の準備についての具体的な説明をいただきました。先生方から直接貴重な
お話をお伺いすることができ、保護者同士が懇親を深める場ともなりました。また、当日出席
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できなかった保護者の方々には、懇親会の様子を運営委員が報告にまとめて後日郵送させて
いただきました。

保護者会総会の様子

学年別懇談会の様子

2. 順華祭保護者サロン
10/15（土）、16（日）に開催される順華祭では、順華祭実 行委員会の企画運営に役 立て
ていただくために講 演会費用の補助とシャトルバスの運行を行うことといたしました。また、
保護者会として「憩いのサロン」を両日運営して、保護者同士の交流・親睦を図る場所を提供
させていただきます。保護者の皆様にはどうぞお気軽にご参加くださいますようお願いいたします。
（医療看護学部保護者会

会長

柴田

加寿子）

保健看護学部保護者会
１．学生自治会主催

レクリエーション大会参加

8/3（水）
、学生の自治会が主催するレクリエー
ション大会が開催され、保護者会役員が参加いた
しました。ボウリング場全体に広がる学生の皆さ
んの熱気と、いつにも増して活き活き輝く笑顔に
安堵し、子どもたちとともに大変有意義な時間を
過ごすことができました。
学生と一緒に汗を流しました

２．3・4 年生臨地実習

約 1 年にわたる 4 年生領域別実習が終わり、7 月には看護総合実習が行われました。この 1 年間の
実習の中で専門的な看護の知識と技術を身につけるとともに、多くの経験を積み、大きく
成長することができたのではないでしょうか。
3 年生は 10 月から領域別の臨地実習が始まり、臨床実習に入る前の一区切りとして、
オスキー

客観的臨床能力試験（OSCE）が実施されます。入学以来、先生方のご指導のもと、仁の精神を
身につけ、サイエンスとしての看護を習得した成果を、学生が先生方へ披露することにより、
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看護学生としてふさわしい態度や到達すべき看護
技術・知識が獲得されていることが証明されるこ
とになります。
子どもたちにとっては、9/20（火）の OSCE
本番に向けて看護技術の復習を行い、技術レベルの
向上を図ることにより、臨地実習に臨む覚悟や責任を
自覚する良き機会になることを期待しています。
模擬患者説明会に参加される地域の皆様の様子

３．国家試験対策

4 年生は臨地実習が終わり、今後は卒業試験、国家試験に向け、これまで学んできたことを
整理して、一生懸命取り組んでほしいと思います。
国家試験対策は、教員ワーキンググループを中心に、全先生方に熱心なご指導をいただいて
いると伺っています。全員合格を目標に掲げ、益々指導を強化いただき教職員・学生が一丸と
なっている様子から、将来を担う看護職者が多数羽ばたいていくことが期待されます。
保護者会では国家試験対策援助費用が予算立てされています。模擬試験受験費用、必要図書
購入費用など有効に使っていただき、今後受験する子どもたちにも 100％合格の喜びをぜひ感じて
欲しいと思います。
（保健看護学部保護者会

会長

金谷

範）

国際教養学部保護者会
6 月 25 日（土）11 時より、本郷・お茶の水キャンパス第 2 教育棟 4 階 401 教室にて、
平成 28 年度定例総会が開催されました。当日の出席者は 51 組 63 名、125 名から委任状を頂き、
活動状況報告、予算進捗状況報告、平成 29 年度会長・監事選任の議事が滞りなく進行いたし
ました（会長・監事は留任）。
総会後は来賓挨拶として、木南学部長・北村教務委員長・加藤学生部長にご出席いただき、
日頃の学生の様子や今後の方向性についてご説明いただきました。また前回同様に個別ブース
形式にて先生方との懇談会が行われ、出席された
保護者の皆様は、子供たちや大学の状況について
熱心に先生方とお話をされていました。
後期には教材設備等助成の実施を検討しており、
今後も大学・学生のための活動を行って参ります。
（国際教養学部保護者会

会長

佐藤

登）
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