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　　　  坂本 ロビン教授
　　　　  （さかもと ろびん）

外国語学部英語学科教授。専門は異
文化コミュニケーション、英語教育
学、国際教育。1985 年米国カラマー
ズ大学教育学部卒業、アンテイアッ
ク大学大学院、ミネソタ大学大学院
修了。1985 年から岩手県紫波町教
育委員会などで英語指導助手。2010 
年より杏林大学教授。

　　　   橋本 周次郎さん
               （はしもと しゅうじろう）

1990 年 12 月生まれ。保健学部理学
療法学科 1 年。ケニアで生まれ、2 
年後、東京へ。小学 3 年から中学 3 
年までタイのバンコク日本人学校、
高校はニュージーランドのクライス
トチャーチ・ボーイズハイスクール
で学ぶ。

　　　        　Ａさん
　　　     
外国語学部英語学科 3 年。

（5 年後、本人からの申し出により、このようにしております）

　　　  　井上 絢介さん
                  （いのうえ しゅんすけ）

1988 年 6 月生まれ。外国語学部英
語学科 3 年。沖縄県那覇高校出身。
2009 年 4 月から 7 月まで英国マン
チェスター大学、2009 年 9 月から
2010 年 6 月まで米国シアトル・セ
ントラル・コミュニティー・カレッ
ジに語学留学。

　グローバル化する経済・社会の中で海外留学は、異文化との触れあいによって国際理解
を深め、語学力を向上させるなど学生の能力を高めるとともに、国境を超えた人的ネット
ワークの形成につながるとして推奨されています。
　本学から毎年 100 人前後の学生がアメリカ、イギリス、中国、台湾その他の国で実施す
る語学研修、インターンシップ、派遣留学、交換留学などの海外研修プログラムに参加し
ています。一方本学は海外の協定校からの交換・派遣留学を含めて、約 230 人の留学生を
受け入れています。
　現在全学をあげて取り組んでいる中期計画の中で、海外への留学や研修に関わる奨学金
支給や学納金減免など海外で学ぶ環境の整備をすすめています。
　日本では最近、若者の留学離れが続き、文部科学省によると、2008 年の日本人留学生
は 6 万 6833 人で 4 年連続の減少となっています。少子化と若者の内向き志向に加え、不
況や就職活動の早期化等が減少に拍車をかけていると指摘されています。
　国際教育の研究者で、学生時代のドイツ留学経験が人生の大きな転換になった外国語学
部 坂本ロビン教授と、海外留学経験のある同教授のゼミ生ら 3 人に留学について語ってい
ただきました。

る勉強ができるシンガポールの国際
ツーリズムカレッジ（SHATEC）を
選びました。このプログラムに参加
した先輩の話も聞いて決めました。
坂本：橋本さんは子供のころから海
外で生活していましたね。
橋本：小学生の時に父の仕事の関係
でタイに転校して中学まではタイの
日本人学校に通いました。英語を学
びたくて高校はニュージーランドの
クライストチャーチ・ボーイズハイス
クールに入学しました。僕も英語を
勉強するなら日本人の少ない国で、
と思いニュージーランドを選びまし
たが、思ったより日本人は多かった

（笑）。私は小さいころ膝の手術をし
たのですが、その頃からスポーツド
クターなど医療に関わる仕事がした
いと思っていました。今は理学療法
の勉強をしていますが、このあとイ
ギリスやアメリカなどスポーツが盛
んな国でも勉強をしたいし、将来は
アジアのどこかで理学療法に関する
仕事ができればと思っています。

留学の目的
「将来の夢の実現に向けて」

坂本：皆さんそれぞれ留学されてい
ますが、留学の動機は何だったので
しょうか。
井上：私は将来パイロットになりた
いと思っています。パイロットには
英語が不可欠です。しかも海外を舞
台に仕事をします。本気で英語に取
り組むためには留学して本場の英語
に慣れるのがいいと思い、大都市の
大学ではなく、日本人の少ない田舎
のシアトル・セントラル・コミュニ
ティー・カレッジに留学しました。
Ａ：私は、ホテル関係の仕事や英語
を活かせる仕事に就きたいと思って
いたので、単位が認定される留学プ
ログラムの中から、ホテルに関す

座談会● 海外留学を語る

オックスフォードのクライストチャーチカレッジ。オックスフォード大学の中でも一番大きなカレッジであり、多くの英国の首
相はこのカレッジの卒業生である。また、『不思議の国のアリス』の作者ルイス・キャロルはこのカレッジ出身の教授であった。
食堂内のステンドグラスにはアリスのイラストが描かれたものもある。
毎年夏、杏林大学のオックスフォード英語研修生たちはここを見学に訪れている。

語学の習得
積極的に現地の人と交流しよう

坂本：留学や海外生活の経験はいま
の皆さんにとても大きな影響を与え
ていると思います。留学は外国語を
勉強するにはいい方法だと思います
か。
井上：そうですね。ただし、留学
前にしっかり語彙力、ライティン
グ、リーディングの力など、日本で
できることはしっかり身につけてい
くべきです。そうでないとせっかく
外国へ行っても、周りの人とコミュ
ニケーションがとれず、結局日本人
同士で固まってしまうことになりま
す。
Ａ：それらの基礎力が一番大事です
ね。それから、留学先も極力日本人
がいない場所を選ぶことです。
橋本：確かに日本人同士よく集まっ
ていました。現地の人と交流しない
まま留学を終える日本人をいっぱい
見てきました。私はそういうのが

世界にチャレンジ、夢の実現を

嫌いでしたので現地の人と一緒にい
て、自ら日本語を話さない環境を作
りました。私の場合はホームステイ
の環境がよかった。毎日朝から晩ま
で英語を使う生活をしていました。

授業と学校生活
多様な意見が飛び交う活発な授業

坂本：クラスの雰囲気や授業の様子
はどうでしたか。
井上：ESL（English as a Second Language：第
二言語としての英語）という大学に
入るための留学生のコースで英語を
集中的に勉強しました。先生たちは
ユーモアがあり、とても親切でした。
授業中は、とにかく活発に発言する
学生が多く、私もがんばって発言し
ました。いろいろな意見が飛び交う
なかから答えが導き出されることも
よくあり、日本では見られない授業
光景でとても楽しかった。
　リーディング、ライティングのク
ラスは約 15 人、リスニング、グラ
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マーなど選択のクラスは 5 人～ 15
人のクラスメイトがいました。リー
ディングの授業は 500 ページもあ
るステファニー・メイヤーの小説『ト
ワイライト』を1学期間で読んだので、
読むスピードが上がりました。シン
キングの授業は、自分の考えをまと
めて皆の前で発表し合うもので、そ
のために必要な単語などたくさん覚
えました。しかし一番力がついたの
はリスニングです。先生の話を常に
集中して聞き、中国人や韓国人など
ネイティブでない人の英語も聞くの
で、いろいろな英語を聞きとれるよ
うになりました。バスケのプレー中
に急に早口で言葉をかけられたと
きはわからないこともありましたが

（笑）。
　学校ではなるべく朝の授業をとる
ようにして、午後は次の日の勉強と
バスケの時間にあてました。1 日の
勉強時間は宿題や予習含めて 4 ～ 5
時間くらいで、学校のカフェや自宅
で勉強していました。
橋本：留学生には ESL の授業があり
ましたが、入学するといきなり現地
の高校生と一緒に授業を受けたので
ついていくのが大変でした。授業中
は発言を求められることが多かった
です。生徒も受け答えがはやく、ク
ラスの雰囲気は活発でした。
　印象に残っている授業は体育で、
カヤック、ゴルフ、山登りをしたり、
人体や骨などの仕組みも学びまし
た。どれも興味を持って取り組みま
した。この高校は演劇やアートにも
力を入れていましたね。だから高校
留学も面白いと思います。
Ａ：私の場合、最初の 3 ヶ月は基
礎英語のクラスでインドネシア、ベ
トナム、中国からの留学生と一緒に
学びました。後半のホテルマネジメ
ントの授業では現地の学生と一緒
に、食品の知識を学んだり、プレゼ
ンテーション力を鍛えたり、テーブ
ルクロスの交換の仕方を練習しまし
た。マネジメントコースではホテル
の裏側までいろいろ学ぶことができ
ました。ホテルといえばフロントな
ど華やかな部門をイメージしがちで

留学　んでもデータ①

短期から長期まで
ニーズに合わせた留学・研修制度
留学は、杏林大学の授業期間１学期（半年）から１年
間にわたり海外の大学やカレッジで学ぶ制度で、留学
中に修得した単位の一部は杏林大学で認定される。ま
た、留学中も在学期間に含まれるので、4 年間での卒業
が可能。
留学には、交換留学、派遣留学、セメスター留学、私
費留学などの留学制度があり、希望する留学プログラ
ムに届けを出した後、審査・承認される。
春・夏の長期休みを利用して、外国語学部、総合政策
学部、保健学部では希望者を対象に海外研修を実施し
ている。また医学部では海外病院実習も行われている。

　 交換留学
交換留学協定を結んでいる海外協定校への留学制度。
期間は 1 年以内で、留学先への学費納入は免除される。
協定校：クライストチャーチポリテクニック工科大学

（ニュージーランド）／香港中文大学（香港）／河北大学（中
国）／国立政治大学（台湾）／高麗大学（韓国）ほか

　 派遣留学
派遣留学協定を結んだ海外協定校への留学制度。学費
は自己負担。
協定校：ウーロンゴン大学（オーストラリア）

　 セメスター留学
中国語圏協定校への 1 セメスター（学期）間の留学制度。
学費は自己負担。
応募資格：渡航時 2 年生以上の外国語学部学生が対象
協定校：北京第二外国語学院（中国）/ 河北大学（中国）
/ 国立政治大学（台湾）ほか

　  私費留学
大学・学部が指定または学生が申請し審査・認定され
た海外の大学、カレッジへの留学制度。
期間は 3 カ月から 9 カ月程度。学費は自己負担。

留学支援のための学納金減免・奨学金制度
杏林大学では、学生の海外研修・留学を推奨し、また
経済的負担を軽減するために、平成 23 年度から学納金
減免制度及び海外研修・留学奨学生制度を施行します。

　 留学中の学納金減免制度
留学先への学費を自己負担する場合、留学期間に相当
する学期の杏林大学への学納金は 80% を納入減免する。
＊学費納入が免除される交換留学は除く。

　杏林大学海外研修・留学奨学生制度
資格：大学が定める海外研修・留学に参加する者で、
成績優秀で勉学意欲に富み、海外研修・留学の成果が
期待でき、学部長が推薦する者。
給付金額：海外研修 ･ 留学プログラムの期間・費用等
により決定（5 ～ 40 万円）

　 熊谷奨学生
資格：外国語学部 2・3 学年在籍者。成績優秀で勉学意
欲に富む者。
給付金額：1 人 50 万円を上限とし、1 年間に総額 100 
万円以内

留学中に史跡や名所を訪れるのは大変いい経験になる。
写真左上は中国西安の青龍寺にある空海記念碑。空海は８０４年遣唐使船に乗り、留学僧として唐に渡り研鑽を積んだ。
左上中央：イギリス  ストラトフォード・アポン・エイヴォンにあるウィリアム・シェイクスピアの生家。
左下：オーストラリア  ブリスベン川に架かる橋から市の中心部を眺める。
右：ラドクリフ・カメラ：オックスフォード大学ボードリアン図書館の一部。1748 年完成。現在は閲覧室に利用されている。
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●

な

ロールプレイの授
業 が あ り ま し た。
お客様の呼んだタ
クシーがなかなか
来ないという設定
で私はフロント係
を 担 当 し ま し た。
ロールプレイのあ
と 先 生 の 講 評 で
は、いつも「答え
は一つではない」
ということを教え
られました。それ
ぞ れ の お 客 様 に
あった対応や話し
方が必要だという
のです。クラスメ
イトの中には、言
い回しが稚拙だと
指導される人もい
ました。言葉づか
いや言い回しをた
くさん覚えなくて
はなりませんでし
た。

＊日本学生支援機構、地方自治体・民間団体、外国政府等の
留学奨学金情報は国際交流センター又は医学部事務課にお問
い合わせください。

ただいま留学中！

台湾国立政治大学で
各国の留学生と楽しく勉強しています

　　　総合政策学部　寺田佑輔（てらだ  ゆうすけ）
　　　  2010 年 8 月から 2011 年 8 月まで台湾国立政治
　　　  大学に交換留学

　僕はいま、国立政治大学で中国語を勉強して
います。台湾に興味を持ったのは 2010 年 3 月
の訪台時、現地の方の話を聞いてからです。皆
さん日本統治時代に日本語教育を受けられた
方々で、このとき台湾には深く難しい歴史があ
ることを知りました。帰国後、杏林大学の協定
校の国立政治大学への留学を迷わず決めました。
　国立政治大学は台北駅からバスで 40 分ほど。
周辺は学生街で日用品は全て揃います。食堂も
多く、マレーシア、韓国、日本の食べ物が食べ
られます。近くの台北市立動物園には台灣獼猴
( たいわんみほー：猿 )、藍腹鷴 ( れんふーしぇん：
キジ )、台灣梅花鹿 ( たいわんめいふぁるー：鹿 )、
パンダがいて休日は家族連れでにぎわいます。
　授業は毎日３時間。クラスメイトはイラク、
韓国、エルサルバドル、ドイツ、ルーマニア、
パラオなどかなり国際色の強いメンバーです。

授業はあたりまえですが中国語で行われるので、
僕らもはじめは、かなり苦労しました。弓道部
にも入部しています。ここでは台湾に住む日系
人の方が指導をしています。
　友だち同士では、英語が上手くなくても、中
国語の発音が下手でも、誰も気にせず、堂々と
コミュニケーションをとって楽しんでいます。
週末は仲の良いチェコ、台湾、スペイン、ペルー、
韓国の留学生と過ごすことが多く、授業で習っ
た単語や文法を使って会話の練習をしています。
時々みんなで烏來温泉に行ったり、大学の施設
でサッカーやバスケットをしています。

クラスメイトの家で各国の料理を披露しあいました。僕が持参したたこ
焼き器は好評で、蟹かまぼこ、ウィンナー、キムチ、チョコなど入れて
みんな面白がってたこ（？）焼きをひっくり返していました。左端が僕。

●

●

留学　んでもデータ②な

すが、実際は多くの部門があること
もわかりました。この研修から、接
客などいつも笑顔でいないといけな
いこの職種は自分には向いていない
と思うようになりました。ホテルの
内側は自分のイメージと大きく違っ
ていた部分がありました。現在はホ
テル以外の職種にも興味を持ち、就
職活動をしているところです。

自分の考えをもち
自分の言葉で伝える

坂本：ほかに印象に残った授業や授
業から学んだことはありますか。ま
た、外国の友人と違いを感じること
はありましたか。
井上：小説を読んで筆者の考えに
ついて意見を出し合う授業があり
ます。自分の意見がみんなの意見
とまったく違ったり、自分が考え
つかないような意見が出た時など
は、もっといろいろなことに興味を
持ち、深く考え、視野を広く持つべ
きだと思いました。いろいろ違う考
え方があることを認識させることが
この授業の意図するところだったの
だと思います。最初は自分の意見が
みんなと合っているのか不安でした
が、多くの異なった意見を聞き、こ
ういう考え方もあるのだということ
を学べてよかったと思いました。
Ａ：ホテルのフロントを想定した

橋本：日本人は他の人と考えを一緒
にしようとしますね。日本人は自
分から進んで発言する人は少ない。
ニュージーランドの高校では自分か
ら発言しないと、どんどん置いてい
かれる。外国では自信を持って自分
の意見を話すべきで、そうしないと
相手は理解してくれないことがわか
りました。
井上：自信を持って発言しても、日
本では変な目で見られ妙な雰囲気に
なってしまうことがある。日本は自
己主張が少ない国だと思います。

文化の違いをこえて

坂本：私は岩手県の中学校の英語の
教員として赴任しました。英語だけ
教えればいい、と思って日本語を勉
強してこなかった。ところが誰も英
語で話ができないので大変困りまし
た。
　みなさん外国語でのコミュニケー
ションや友だちづきあいはどうでした
か。
Ａ：初めに友だちになったのはベト
ナム人の女子学生でした。クラスで
席が近かったこともあり自然に友だ
ちになれました。
　もちろんはじめは言葉で苦労しま
したが、わからない単語はメモをと
り、帰って辞書を引いて調べました。
クラスには各国からの留学生がいて
いろいろ訛りのある英語を話してい
ましたが、だんだん耳も慣れてきま
した。ホテルで働くことになれば海
外のいろいろな国の旅行者が来るの
で、こういう雰囲気に慣れておくこ
ともいいと思いました。
橋本：ニュージーランドでは高校や
大学の留学生には必ず親代わりと
なるガーディアン制度があります。
ガーディアンは学校生活やホームス
テイでの生活を全面的に支援して
くれます。私の場合は女性で、彼女
がステイ先や同じような境遇の留学
生を友だちとして紹介してくれまし
た。現地の高校生は体格がよく、自
分は小柄なので、小さい頃からやっ
ていたサッカーでアピールしよう
と、サッカー部に入りました。3 年
生の時、僕たちのチームは予選を通
過して、全ニュージーランド大会に
出場しましたが、この時のメンバー
が一番の親友です。
井上：最初は英語で話すことにとて
も苦労しましたが、クラスメイトと
学校が終わった後にコーヒーを飲み
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留学　んでもデータ③

過去 3 年間の海外留学・研修先と
参加者（計 340 人）

　 参加者の多い留学プログラム（人数）
１.  ビクトリア大学英語研修（20 人）
２.  マンチェスター大学インターンシップ研修（13 人）
３.  ウーロンゴン大学留学（13 人）
４.  ニュージーランドプログラム（12 人）
４.  北京第二外国語学院セメスター留学、交換留学（12 人）

　 参加者の多い短期研修プログラム（人数）
１.   オックスフォード英語研修（56 人）
２.   シンガポール観光実習（55 人）
３.   韓国観光実習（40 人）
４.   クイーンズランド大学英語研修（30 人）
５.   バンクーバー研修（25 人）

留学・研修先ピックアップ

　 ニュージーランドプログラム
協定校のクライストチャーチポリテクニック工科大学
への私費留学。初めの 4 週間はリスニング、リーディ
ング、スピーキングを中心にした英語学習。5 週目から
は英語の授業に加えてボランティア・インターンシッ
プコース、ツーリズム入門コースのいずれかを選択し
て、より実践的な英語力を身につける。
応募資格：外国語学部生
期間：9 － 12 月（3 か月）、9 － 3 月（6 か月）

　ロサンゼルス研修
米国の大学進学を目指す留学生が多く在籍する語学学
校 FLS インターナショナルでスピーキングを中心に英
語コミュニケーションスキルの向上を図る研修。シト
ラスカレッジ内にあるため大学施設を自由に利用でき
る。午前中は授業、午後は美術館、UCLA、ハリウッド
見学ほか日系養老院でボランティア活動なども行う。
応募資格：総合政策学部の学生対象だが他学部生も参
加できる。
実施時期：3 月（15 日間）

　バンクーバー研修
カナダはバンクーバーのランガラカレッジで英語力向
上を目指すプログラム。他に、現地の保健・医療施設
などを訪問し、カナダの保健・医療・社会福祉環境に
ついて理解を深める。
応募資格：保健学部の学生
実施時期：9 月（16 日間）

私の留学体験

　　スウェーデンに留学して

　私の留学先は、ノーベル生理学医学賞
の選考委員会で有名なスウェーデン最大
規模の教育研究機関カロリンスカ研究所
でした。2006 年から２年間、腎臓分野
での最先端の研究で知られるカール・ト
リグバーソン（Karl Tryggvason）教授
の研究室で勉強しました。この研究室に
当院小児科の楊國昌教授が以前留学され
ていたことから、私も国際学会でトリグ
バーソン教授と面識ができ、自然と留学
への道が開けました。
　医師の場合留学の方法は様々で、所属
する医局が海外の施設とコンタクトがあ
り定期的に医師を派遣している場合は、
情報も豊かで留学しやすいのですが、ツ
テもない場合は困難なのが実情です。世
界の名だたる教育研究施設では、共に働
くスタッフの人間性を重視しているた
め、公募制は少なくて知人の紹介による
形式が多く、チャンスは平等に巡っては
きません。留学の意思があれば、留学経
験のある先輩の話をよく聞くこと、また
その際は、医局の人事も影響するので上
司へ希望を伝える時期についても相談し
ておくことが必要です。
　私が所属した研究室のスタッフは世界

研究室でトリグバーソン教授と。

各国から集まっており、公用語は英語で
した。国際色豊かで疎外感は全く感じま
せんでした。多国籍の環境で必要なのは、
語学力もさることながら、よい人間関係
をもてる人間性だと改めて感じました。
そして北欧に滞在したことで、ヨーロッ
パ人の視線に初めて触れました。ヨー
ロッパは他国と接した集合体であり、そ
の中で各々の古い歴史を誇り、自国の立
場や意識を明確に持っています。アメリ
カには冷静な視線を送っているのを感じ
ました。留学前は私にとって北欧は地の
果てのようなイメージでしたが、そこか
ら見る日本こそがヒマラヤの向こう、広
大な中国の先、アジアの果ての国でした。
　留学で、仕事での新しい知識を得たの
はもちろんのことですが、時に一方的に
なりがちな世界観に、グローバルな視点
を持つことを意識するようになったの
は、直に触れる経験をしたからこそと思
います。
　インターネットの普及で海外の情報が
自由に手に入りますが、それは既に人を
介した情報に過ぎません。直に触れるこ
とができる留学のチャンスがあったら、
ぜひトライして欲しいと思います。

現地の人とさまざまなコミュニケーションをするのも留学生活の楽しみ。地元サッカーチームのメンバーと（左上
写真、左手前が橋本さん）。オックスフォードの街を散策する学生たち（右上）。タイ体験学習、コンケン市内のノ
ンウェーン寺院の前（左下）。オレゴン州ポートランドのローズガーデン ･ アリーナで行われた Blazers 対 Grizzlies
の試合（右下、左側が井上さん）。

医学部小児科　西堀由紀野
                                             ( にしぼり ゆきの）

な

1994 年杏林大学卒業、2005 年杏  
林大学大学院修了。小児科助教。
専門は小児腎臓病。

に行ったりするうちに仲良くなり、
空き時間にバスケをしたりしていま
した。それからだんだん現地のアメ
リカ人ともプレーするようになった
ので、友人がどんどん増えました。
私は内気な性格なので打ち解けるま
でに時間がかかりましたが、意識的
にコミュニケーションをとるように
し、周りの人たちもフレンドリーで
明るくてリスペクトをもって接して
くれたので、友人関係で悩むことは
なく、トラブルなども全然ありませ
んでした。
坂本：ホームステイ先での生活はど
うでしたか。私の場合は最初、バス
ルームのボタンを押せばお湯が出る
ことが分からず、冷たいシャワー
で我慢していた時期がありました

（笑）。
井上：最初のステイ先はフィリピン

系の家庭でした。私が学校へ行く時
間に彼らはすでに仕事に出かけてい
るなど生活のリズムが合わず、コ
ミュニケーションをとる機会がほと
んどなかったので、3 ヵ月後、学校
の近くのアパートで一人暮らしを始
めました。友だちと過ごす時間は増
えましたが、ホームステイをした
方が英語の勉強になると思い、再び
ホームステイをすることにしまし
た。ホームステイも一人暮らしも両
方経験しましたが、アメリカ人と
ルームシェアをすればもっと良かっ
たのかもしれません。友だちの話を
聞いてもホームステイの受け入れ先
にはかなり当たり外れがあるようで
すね。
Ａ：私はステイ先の家族にマレーシ
アに遊びに連れて行ってもらったり
しました。ステイ先は 6 ヶ月間同

大学３年のときにドイツのボン大学
に８ヶ月間の短期留学をしました。
今回の座談会でみなさんが話された
ことを本当に懐かしくうなずきなが
ら聞いておりました。と同時にこん
なにもたくましくしっかりとした学
生が私たちの周りにいることを誇り
に思います。
　留学は自分に真剣に向き合ういい
チャンスのように思います。何のた
めに、何を求めて、どう生きるかと
いうことを考えながら過ごす時間で
す。よく留学をしてくるとアイデン
ティティを再認識するといいます。
自分の文化を再認識するいい機会で
す。自分を 100％相手に伝えるこ
とは自国内でも難しいですが、まし
て言葉の壁があり文化的背景も違え
ば本当に努力と工夫が必要です。た
だ、その先には人間として理解しあ
えたという、地球的規模でのコミュ
ニケーションが存在することを忘れ
てはいけません。
　夢は大きく、地球人としてみる目
を持つための第一歩として踏み出す
ステップなのかもしれませんね。

留学　んでもデータ④

杏林大学で学ぶ海外からの留学生
学部生 140 人、大学院生 90 人が学んでいる。
出身国は以下のとおりです。
中国、台湾、韓国、ベトナム、タイ、バングラデシュ、シン
ガポール、ネパール、マレーシア、インドネシア、スリラン
カ、フランス　（2011 年 1 月現在）

な

●

●

●

●

●

じところで、途中から新しい留学生
がきました。ステイ先はいろいろで
あり、自分が想像していないような
ケースもあると思います。学校の友
だちはホームステイをしないでア
パートで一人暮らしをしている人が
ほとんどでした。
橋本：ステイ先の家族とピクニック
に行ったりしました。ステイ先には
タイや韓国の留学生もいて、彼らと
話をするのは楽しかった。毎週日曜
の朝は家族と教会に行って講話を聴
き、讃美歌を歌いました。僕にはこ
ういう習慣がなかったので新鮮でし
た。食生活の面では、苦手なフィッ
シュアンドチップスが週 3 回くらい
夕食に出てこれはきつかった。だか
ら、自分で米を炊いて、カレーやコ
ロッケを作ったりしました。

留学のすすめ

坂本：留学で得たこと、感じたこと
はありますか。
井上：一つのものに対していろいろ
な考え方や見方があることを学びま
した。留学してよかったことは積極
的に人と接することができるように
なったことです。初めての海外留学
は、未知の世界で不安がいっぱいあ
りますが、みんな温かい心を持って
受けいれてくれる。留学期間を終え
ても帰国したくないと思うのは、楽
しい思い出と、もっと別の世界で新
しい勉強ができるという自信がつい
たこと、そして、そういう成長した
自分に気付いたからだと思います。
　留学先では、海外の人と積極的に
コミュニケーションをとることに
チャレンジすべきです。それには外
国の人たちといかに仲良く遊びに行
けるかがカギだと思う。最後の学期
などは友人も増え、毎日のように飲
みに行こうとか、週末にパーティや
バーベキューに誘われました。当時
は留学しているのだから勉強を優先
したいという思いが強く、誘いを断
ることが多かったが、毎回断らなく
てもよかったかなと留学を終えた今
は思います。
Ａ：留学は苦しく、いろいろな壁に
ぶつかりましたが、いい経験になり
ました。英語を習得するためだけで
なく、精神的に鍛えるためにもいい
と思います。海外には絶対行くべき
です。それは留学でなくても海外
旅行でもいいのです。言葉が思うよ
うに伝わらないとか、コミュニケー
ションでいろいろな苦労をすると、
それはその先の生き方に絶対プラス
になると思います。
橋本：留学経験は視野を広げます。
たとえばニュースだけ見て、こうだ
と判断してしまうことがあります。
海外でいろいろな人に会い、話を聞
いたりすれば、それは一つの見方で
あって、全てを判断する材料でない
ことがわかります。
　留学先は留学生用の授業やシステ
ムがきちんとしているので、安心だ
し、そこには自分と同じ境遇の人が
たくさんいる。彼らとは共通点もた
くさんあるだろうし、打ち解けるは
ずで、行けば何とかなります。
坂本：私にも留学の経験があります。
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キャリアサポートセンターの学生支援　
　   「学生支援推進プログラム」採択

　平成 21 年度に採択された 3 年間に
わたる学生支援推進プログラムの活動
状況を報告します。
　平成 22 年度は、厳しい就職環境に
対応した就職活動支援施策及び初年次
からのキャリア形成支援施策を柱とし
て取り組んできました。
　平成 23 年 3 月卒業学生を対象とし
た就職活動支援のうち、当大学が主催
する合同企業説明会を例年の 2 回か
ら 4 回に増やして 185 社を招いて実
施したところ、延べ 596 名の学生が
参加しました。説明会には本学生の採
用実績のある企業や地元の企業も多く
参加しており、学生が業界と企業を知
る機会となっています。この説明会を
きっかけにその後の採用試験で多数の
学生が内定を得ました。
　合同企業説明会の前には集団面接・
個人面接の実地訓練を行う就職活動力
徹底セミナーを開催しました。自己Ｐ
Ｒの方法や業界研究・志望動機の事前
対策がいかに重要であるかを学生たち
は理解できたと思います。
　初年次からのキャリア形成支援プロ
グラムの一つとして、総合政策学部の
1 年生を対象に計 6 回のキャリア教育
プログラムを実施しました。ここでは、

グループごとに制作した「業界マップ」
を発表し合うことで職業への関心を高
める工夫をしています。学生の夏季休
暇に実施するジョブスタディ（企業・
団体見学）では職業の現場を見学し、
意識の醸成につなげています。
　また、大学生活での目標づくりや職
業に役立つ講座や資格取得を目標と
して 12 講座を開設しました（下枠）。
さらに新たな支援施策として、昨年
10 月「警察官受験サークル」を立ち
上げ、警察官の職業を研究したり、受
験に向けた各種対策への取り組みを支
援しています。今後さらに「就活サー
クル」も立ち上げ、サークルメンバー
にはキャリア目標を持って 4 年間の
学習計画をすすめるための「キャリア
ポートフォリオ」を使って学生一人ひ
とりをサポートします。

（キャリアサポートセンター室長　齋藤幸雄）

科学省

開催回数を 4 回に増やして行われた合同企業説明会。9 月に八王子キャンパス・ガーデン丘で開催された合同
企業説明会で、担当者から直接会社概要や業務内容、採用に関する説明を受ける学生たち。

就職活動力徹底セミナーでは集団面接トレーニングを行い採用試験本番に向けて面接力の向上を目指す（左上）。
キャリア教育プログラムでは企業が求める人材像なども体験型授業で学ぶ（右上）。多摩信用金庫立川本店への
ジョブスタディでお札の数え方を教わる学生たち（左下）。パソコン検定講座は最も人気のある講座の一つ（右下）。

基礎能力向上支援講座
・公務員
・初めての英会話
・秘書検定 
・ＴＯＥＩＣ
・パソコン技能検定
・日経新聞の読み方

資格取得支援講座
・福祉住環境コーディネーター
・旅行業務取扱管理者 ( 国内・総合）
・海外ツアーコンダクター
・ファイナンシャル・プランナー
・販売士
・色彩検定

●平成 22 年度 開講講座

 新しいGeneralist育成をめざして
　　　　　　　　　　　　　　                   　　中期計画実行委員会  教育融合実行部会長   小野田欣也（総合政策学部教授）

　4 月より学部連携科目という、教育融合の新し
い試みが始まります。この学部連携科目とは、各
学部の必修科目で他学部の専任教員が講義を行う
ものです。具体的には医学部 3 年次の「医療科学
B」、そのほかの学部では 1 年次に行われる科目
で、保健学部では「医学概論Ⅰ」・「保健学概論Ⅰ」、
総合政策学部では「社会のしくみⅠ」、外国語学
部では「コミュニケーション概論」です。
　平成 23 年度 ( 教育融合の初年度）は各学部の
要請に基づき、その他の学部からそれぞれ 1 人の
教員が各１回ずつ登壇して、講義を行う形式です。
将来的には登壇回数を拡大する予定です。
  さて、杏林大学は医学部、保健学部、総合政策
学部、外国語学部を有する総合大学ですが、各学
部とも比較的学際性の高い学部です。医学部は医
療全般をカバーすることはもちろん、保健学部、
総合政策学部、外国語学部とも、自然・社会・人
文系各分野において総合的かつ学際性の強い傾向

があります。それぞれの学際性に加えて、総合大
学たる強みを生かし、他分野の学問を概論的に修
得できるように図ることが教育融合のねらいで
す。例えば医学を志す人が経営やコミュニケー
ション能力を身につければ、また、会社経営を志
す人が医療技術や保健に関する知識を深めれば、
人的能力の幅と深みが増すと考えられます。
　 教 育 融 合 の 試 み の 一 番 の ね ら い は 新 し い
Generalist の育成です。４学部はそれぞれの学部
理念に基づき、高度に完結したカリキュラム体系
を有しています。例えば全ての学部に単位取得の
卒業要件があり、新たに必修の１単位を追加する
ことは、既存の卒業要件から１単位を奪うことに
なるかもしれないからです。一方、完全な選択科
目であれば、ある意味卒業に必要のない科目とし
てとらえられかねず、教育融合の果実を実現でき
ません。それぞれ独自の体系を崩すことなく、そ
こにいかに Generalist の視座を加味していくのか

は難しい問題です。「隗より始めよ」のごとく、
先ずは一部の必修科目からはじめて、成果を検証
しつつ、Generalist の育成にむけて進めていきま
す。
　教育融合委員会ではさらに１年程度の時間をか
けて、学部連携科目の改良、全学的な教養講座の
設置、他学部履修の推奨などを実施していく予定
です。

　“ 杏林大学のクオリティを高めるために ” をテーマに第２次中期計画を策定して 1 年が経ちました。実行初年度
の 22 年度は、学生支援、キャンパス整備、高大連携等 10 の実行部会に分かれて、奨学金制度改正や海外へ留学す
る学生の学納金減免制度の導入、八王子キャンパスにおける新学習支援施設建設に向けての国内外視察、多摩地域
の 116 の高校に対する高大接続教育の可能性アンケート調査を実施してきました。
　中間年となる 23 年度は、各実行部会の計画が本格的に実行に移されますが、この中から、総合大学の利点を活
かした杏林ならではの特色ある教育を検討してきた教育融合部会の取り組みを紹介します。

教育融合の試み

●教育融合実行部会の結論
（1）学部を超えた学際性の強化
・学部連携科目の開講
・統一テーマ（例えばアジア、共生、国際協力 等）のもと４
学部教員のオムニバス講義、他学部履修の推奨  等

（2）学生のアイデンティティ育成
大学の理念や歴史を含む自校教育を強化することで学生
や卒業生の自尊心を高め、愛校精神の涵養に努める全学
的な教養講座を設置

 文 部

「初年次からの就業意識醸成を目指して」の実施状況
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在学生リレー　エンジョイ☆杏林 Life　　

拙者は、密士得流で御座る！

ゴディムス・ミッシェル・ロランド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外国語学部 1 年）

 

　なぜ仏蘭西から遠い日本に来たかとい
うと、ある一つの夢を叶える為です。そ
の夢は日本で、精力的で良い通訳者にな
り、剣道などの武術や着物や茶道などの
伝統、美しい自然や田舎を紹介したいと
思っています。子供の頃読んだ本の挿絵
に描かれていた武将の幟の漢字を見てと
ても綺麗だと思ったのが日本に興味を
もったきっかけです。日本の歴史や習慣
などをもっと知りたくて、日本へ行くこ
とにずっと憧れていました。日本に来た
のは 2 年前。これが夢の始まりでした。
　けれども実際は日本と仏蘭西では大き
な違いがあり、戸惑いと苦しさの連続で
した。始めは悪夢のようでした。でも、
日本に来たからには、絶対に通訳者に
なるという強い気持ちがあったので、一
生懸命日本語を身につける努力をしまし
た。西洋人にとって漢字は読み方がいっ
ぱいあり大変です。でも最近はわからな
い単語も漢字のおかげで意味を理解でき
るようになり、とても便利だと感じます。
日本に来た時は日本語がひと言も話せ
ず、まるで「迷子」のようでしたが、勉
強を続けて、いまでは日本語を上手に話
せるようになってきたと思います。

　杏林大学には 2010 年秋に入学しま
した。自然が大好きな私にとって大学
の環境はとても気に入っています。た
だ、 八 王 子 に 来 た ば か り な の で、 近
所 や 大 学 に 友 達 が ま だ あ ま り い な く
て、独りぼっちのため寂しく感じるこ
とも多いです。僕は山に登ったり、森
を 散 歩 し た り、 そ こ で 雲 や 星 を 眺 め
た り、 自 然 を 楽 し む こ と が 大 好 き で
す。遠慮がちで人見知りでもあります
が、皆さんよろしくお願い致します。 
　将来は、元気な通訳者として、日本で
働くことを思い描いています。ぜひ日本
の綺麗な田舎で暮らしたいと思います。
そして、素敵な日本人と結婚が出来て、
自分の家族もここで出来たら、子供の
頃の夢を完璧に叶えたことになります。 
　その為の道はまだ長くて、困難が沢山
ありそうですけれども、叶える為に侍の
ように諦めずに、最後まで戦うつもりだ
ぞ！　

世界中に教え子を 浙江櫻花外語専修学校（中国浙江省杭州市）
日本語教師
　　　　　　　　　　　　　　難波 未希
　 　（なんば みき : 外国語学部 2009 年 3 月卒）

　私は 2009 年の 3 月に卒業し、すぐ
中国浙江省杭州市へ来ました。今、櫻
花外語専修学校で日本語教師として働
いています。私が勤めている学校は、
日本語学校をはじめ、英語塾、小中学
生向けの学習塾も併設しており、中国
人はもちろん、日本人、欧米人なども
いる国際色豊かな学校です。現在日本
人教師は 12 名おり、中国人教師と協力
して日本語を教えています。
　今、私が任されている仕事は、初－中
級クラスでの文法・会話・聴解・作文
授業、中－上級クラスでの読解授業、ア
ドバイザーとして新任教師への指導な
どで、時には近郊の大学へ宣伝活動に
行くこともあります。理想と現実は違
い、“ 学生に日本語を教える ” 以外の仕
事が思っていたより多いですね。
　学習者の目的は、「日本へ留学した
い」、「ドラマやアニメが好き」、「仕事
のために役立てたい」など様々で、企
業や高校へ出張して教えることもあり

ます。この 2 年間担当したクラスだけ
でも 100 人以上の学生を日本へ送り出
して来ました。
　ある日、高校から帰る途中のバスの
中で「日本の方ですか？　難波さんじゃ
ありませんか？」と声を掛けられまし
た。びっくりして、顔を見ると、彼女
は私が大学 3 年生時に、大学の協定校
である浙江工業大学で教育実習をした
ときに初めて日本語を教えた学生の 1
人でした。その時は日本語だけではな
く、折り紙を教えたり、浴衣を着せて
あげたりしました。彼女は「難波さん
たちとの交流がきっかけで日本へ行く
ことを決めたんです」と言ってくれま
した。私の日本語教師人生はこの時か
ら始まっていたのです。その 2 週間後、
彼女は大阪へ旅立ちました。
　私にとって中国はスタート地点です。
将来、世界中に教え子を作ることが私
の夢です。

サマークラス終了時に生徒と。前列中央浴衣を着ているのが私。サマークラスは小学生からから大
学生までを対象に、夏休み期間中に開講します。講義はテキストに沿って行うものから、ワードの
日本語入力などを身につけるコンピュータ授業もあります。

アナログ感を大事にして
歌い届けたい

シンガーソングライター
（株式会社マーニーアーティストエージェンシー）

　 　　　　　　 　ヨツヤ タカヒロ.
   　　

　（　　　　　　総合政策学部 2001 年 3 月卒）
　

杏林年代記

　2 階には面会ロビーがあり、ここで看護学
生がクリスマスコンサートを行ったり、一角
には理容室（バーバーアンズ）の店舗も構え
るなど、患者さんがお見舞いのご家族と過ご
したりするほか、治療を受ける合間にほっと
一息つく場所として多くの人に利用されてい
ました。
　また昭和 50 年頃には、地下に設置されて
いた市水槽から浸水し、地下 2 階の医療材料
が保管されていた倉庫が水浸しになってしま
うというアクシデントが起きたこともありま
した。
　この旧第 3 病棟の跡地には、平成 24 年 9
月頃完成予定の地上 10 階建て、屋上にはヘ
リポートを配備した最新の病棟がお目見えす
ることになっています。

旧 
第 3 病棟は、昭和 46 年竣工の第 1 病棟、

旧三鷹新川総合病院の外来及び病棟を取り込
む形となった第 2 病棟につづいて、地上 5 階・
地下 2 階、延べ面積 15,485㎡の建物として、
昭和 48 年 1 月 10 日に竣工されました。
　建設された当初は「診療センター」という
名称で運用がスタートし、地下に中央手術部
や栄養科といった病院として重要な機能を担
う施設が置かれ、また入院病棟としては形成
外科や脳神経外科などの病室が稼働していま
した。
　その後、昭和 53 年に増築部分が完成した
際は、1 階に理学療法室（リハビリテーション）
が設けられ、また昭和 54 年には救命救急セ
ンターが開設されるなど、医療の現場として
様々な場面での舞台となってきました。

ずっとフランスの田舎に住んでいたので、初めて
日本に来たときは、アマゾンの先住民がいきなり
新宿に来たような感じ。趣味はインラインスケー
トとホッケー、絵を描くことや武術。フランスで
はモデルやソーシャルワーカーとしても働いてい
ました。

　ヨツヤタカヒロ. です。歌をつくり、
そして歌い届けるシンガーソングライ
ターをしています。曲と誰かが出会っ
たときに残る感情、シンクロ感、思い
出になり何かの小さなきっかけになる。
歌にはそんな力があるって信じて歌っ
ています。
　大学卒業後、一般企業に就職をした
僕は３年半会社員をやりながら音楽を
あきらめられないそんな日々でした。
自分の人生ですから、やらないで後悔
するなら失敗してもいいという思いで
会社をやめ、プロを目指して本格的に
活動したのは 27 歳の頃。出会いに恵ま
れて翌年に CD を発売でき、現在までに
２枚のアルバムをリリースできました。
　昨年は地元である愛知県東海市の 40
周年記念ソング「アルバムの君」を作
詞作曲させてもらい、“ ふるさと大使 ”
にも任命され、この曲を全国各地で歌
い、全国で口ずさまれることを目標に
頑張っています。

 ヨツヤタカヒロ. ライブ情報

―踏み出す勇気が未来を変える―
Acoustic Festival　in アイムホール 
日程：2011 年 3 月 6 日（日）
時間：開場 14:30/ 開演 15:00
会場：立川女性総合センター アイムホール
出演：unnatural/ おつかれーず / 冨永裕輔 /Blue Trike/
　　　ヨツヤタカヒロ. / リトルタートルズ（50 音順）
料金：2000 円
主催：Acoustic Festival 実行委員会
協力：立川文化芸術のまちづくり事業 /
　　　ＦＭたちかわ 84.4MHz ※全席自由

ー Medias Music Fes vol.05 ー Sweet Home Party
日程　2011 年 3 月 20 日（日）
時間　OPEN 16:00　START 17:00
会場　東海市勤労センター
出演　ヨツヤタカヒロ.   Guest  村屋光二（redballoon）
料金　入場無料（事前応募制）
主催　知多メディアスネットワーク株式会社※全席自由 

　まだまだ目標地点まで到達できてい
ませんが、あの時決断できたことで音
楽人としての今があるんだって日々思
います。ネバーギブアップです。
　ライブ活動は、都内を中心に各地方
でのライブを含め、年間 50 本ほど行っ
てます。大学時代の先生や先輩方もラ
イブへ遊びに来てくれたり後輩も顔を
出してくれます。大学時代のつながり
は今もとっても大切です。自分らしさ
を見つけられた場所なので。
　僕が、音楽を作る上で心がけること
は「アナログ感」です。時代はデジタ
ルになり簡素化される様々なこと、表
現も同様に視覚優先の時代です。でも
人の心自体はなにも変わってないはず。
言葉の温度、出会い、語らうことで生
きてることは変わらない。もはや懐か
しいくらいの感覚を大事に歌い届け続
けたいなって思っています。だれかの
小さなきっかけになれる音楽を。

　杏林学園は 1966 年に開学し、2016 年（平成 28 年）に 50 周年を迎えます。そこで、これ
から毎号「杏林年代記」と題するコーナーを設け、懐かしい写真とともに、先人達の業績を振
り返ります。第 1 回は平成 22 年 12 月に解体工事が終わり、新たに病棟の建設が始まった旧 
第 3 病棟です。

ク ロ ニ ク ル学園創立 50 周年へ

学校 法 人 杏 林 学 園 は
1953 年に開院した三鷹新
川病院を母体とし、1966
年杏林短期大学を設立、
1970 年に杏林大学医学
部が開設されたのを機に、
病院がそっくり移管され、
その歩みをはじめました。
左写真は杏林学園の前身・三鷹
新川総合病院。

昭和 40 年代後半の建設工事中の旧第 3 病棟（左）。昭和
54 年開設当時の救命救急センター（中央）。平成 2 年頃の
面会ロビー（右）。3 病棟と他病棟の間の連絡通路は冬場
は特に寒く、職員の間ではシベリア街道とも呼ばれた。

卒業生リレー　　　　　　　　　　　　　　

ミ ッ シ ェ ル

肆矢 崇博 :

１
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　　保健学部
　“Teacher of the year 2009”4 名の教員を表彰

「学生諸君、いま病理がおもしろいぞ！」
臨床研修と研修医マッチング

看護学科が “ 伝統ある杏祭 ” に参加

病理学の国際誌に論文発表
医学部 4 年の宇野枢さん、桑原晴樹さん

　日本病理学会では、本学病理学教室の坂本
穆彦教授が会長をつとめた第95回総会（2006
年、東京）において、新企画として学生ポス
ター発表を立ち上げました。その後、毎年、
一人でも多くの学生諸君に病理学の魅力を
知ってもらいたいと参加を呼びかけ、本学か
らも情熱あふれる医学部 3 年生（発表時は 4
年生）が、優れた研究の成果を発表してきま
した。
　昨年 4 月に行われた第 99 回総会 (2010 年、
東京 ) では、宇野枢さん、桑原晴樹さんが、
子宮頸部や皮膚における LAT-1 蛋白の発現性
についてポスター発表を行いました。この研
究成果は英語論文にまとめられ、病理学の国
際 誌 Human Pathology (impact factor 2009, 
2.96) に受理されました。過去にも、杏林大
学の医学生が日本病理学会において優れたポ
スター発表を行い、同内容を英文誌に発表し
て い ま す（Sato I, Kawakami T, et al. Pathol 
Res Pract 2008,  Tsuchida R, Kasahara N, et 
al. Pathol Res Pract 2010）。
　来たる第 100 回の記念総会では、現在医学
部 3 年の田中界さん、武川裕之さんが発表予

定です。
　病理学は、基礎と臨床の架け橋として重要
な役割を担っています。近年の分子レベルで
の研究進歩は目覚ましく、その研究成果に基
づき疾患の理解や分類も変遷しています。
　病理学教室では、将来病理医を目指す方は
勿論、他科を志望する方や、「おもしろそうだ
な？」と興味をもたれる方々に広く門戸を開
き、自由に勉学に励む場を提供しています。
　学生諸君、来たれ病理学教室へ！
　　　　　　　　　  （病理学講師　原 由紀子）

　2004 年度以降に医師免許を取得し
た人は、2 年間の臨床研修を受けるこ
とが臨床医として診療をしていくため
に必修となりました。
　厚生労働省が決めた条件と到達目標
に基づいて、各研修病院が工夫をこら
した研修プログラムを提供していま
す。
　研修希望者と研修病院の組み合わせ
を決めるのがマッチングです。これは
研修希望者と研修病院の双方の希望を
最大限に叶えるような方法（一種の

「お見合い」アルゴリズム）に基づい
て行われます。このシステムにより、
約 95% の研修希望者が、第 1 から第 3
希望までの研修病院とマッチしていま
す。
　杏林大学医学部付属病院の臨床研修
は、学生・研修医・指導医をはじめ、
多くの関係者の意見を取り入れなが
ら、少しずつ進化してきました。多く
の大学病院が定員を充足することがで
きなくなっているなかで、平成 21 年
度のマッチングでは初めてフルマッチ
を達成し、平成 22 年度もフルマッチ
に近い（1 名分のみ空席）結果を得る
ことができました。これは、当院の診

療レベルと研修の質が認められてきた
結果と思われます。良き医師の育成を
目標とする教育機関として、今後もよ
りよい研修を実現していきたいと思い
ます。
　当院の臨床研修に関して詳しく知り
たい方は、病院ホームページを御覧下
さい。
　研修医にとっての一番の教師は患者
さんです。医師として未熟な研修医に
診てもらうことに抵抗を感じられるか
もしれませんが、必ず指導医がチェッ
クをしています。また、指導医も研修
医の良き手本になるべく日々研鑽を積
んでいます。良い研修病院は患者さん
にとっても良い病院とお考えいただ
き、医師育成に御協力を賜りますよう
お願い致します。

（医学部付属病院卒後教育委員会委員長
　　　　　　　　　　　　赤木美智男）

　授業の質を高め、学生の授業の理解度や意欲を
把握したり、教員の教育力を向上させる手段の一
つとして、学生による授業評価を実施しています。
評価は授業のわかりやすさ、教員の熱意、授業の
満足度など 12 項目を 5 段階評価するもので、教
員はここから得た教訓を次の授業に活かします。
　このたび当学部では 2009年度授業評価が高かっ
た 4 名の教員を “Teacher of the year 2009” とし
て昨年 6 月と 12 月の 2 回に分けて表彰しました。

　保健学部開設以前の短期大学の時代、三鷹キャ
ンパスでは毎年 11 月に学園祭 “ 杏祭 ” が、短期
大学と医学部合同で開催されていました。
　その後、短期大学は保健学部として八王子キャ
ンパスに移転し、新たな地で学園祭 “ 杏園祭 ” を
開催することになりました。現在、八王子キャ
ンパスで保健学部、総合政策学部、外国語学部
の学生が 2 日間にわたり開催している “ 杏園祭 ”
の始まりです。
　“ 杏祭 ” は医学部と看護専門学校の学生の手で
継続開催されてきましたが、看護学科が三鷹校
舎に移転して 2 年が過ぎた昨年 10 月、保健学部
看護学科はこの伝統ある “ 杏祭 ” に参加すること
になりました。

論文発表を喜ぶ宇野さん ( 中央 )。病理学教室にて坂本教授（右）、
原講師 ( 左 ) と。

≪受賞者メッセージ≫

田口晴彦  臨床検査技術学科教授 / 免疫学
賞をいただき教員冥利に尽きる思いです。最近、
学生教育に従事しながら残念に思うことがありま
す。それは、「話題に知的刺激を含ませ、議論を
おもしろくする能力に乏しい学生が多い」という
ことです。これは、教員側にも責任があるのだと
思います。講義は専門的な知識の伝達に終始する
ことなく、「あの科目は興味がわく」と言ってく
れるように工夫していきたいと考えています。　

サブウェイ八王子キャンパス店
キャンパス情報⑤　

　サブウェイ八王子キャンパス店は 2010 年 9 月に学生ホールラウ
ンジ緑の一角にオープンしました。
　八王子キャンパスには 2 つの学生食堂、学内コンビニ K‐Shop な
どがありますが、サブウェイが登場したことで学生も教職員もバラ
エティ豊かな食を楽しむことができるようになりました。
　サブウェイ八王子キャンパス店にはいま 15 人の学生がアルバイ
ト登録をしていて、常に 5、6 人のスタッフが店頭で皆さんに対応
しています。その中の、現在外国語学部 4 年生で 4 月から正社員
として働く副店長の内田知里さんに話を伺いました。

学生の内田さんにとってこの仕事はどうで
すか？

内田：制服を着ると気分も変わり
ます。挨拶だけで買ってくれない
友達がいると「もう～ッ！」と思
いますが、ダンス部の仲間たちは
練習の合間に買ってくれます。夕
方になるとみんなお腹が空くんで
す（笑）。最近はよくいらしてく
ださる先生や学生の好みやトッピ
ングのリクエストにスムーズに対
応できるようになりました。

人気のメニューやおススメは？

内田：女子学生にはえびアボカ
ドや BLT など、男子学生にはボ
リュームのあるローストビーフや
オーブンチキンカツなどが人気で
す。10 時 30 分までの “ 朝専用サ
ンド ” はレギュラーサイズより少
し小さめですが、たまご＆チーズ
ならドリンク付きで 300 円とお
得です。学生の皆さん、朝ご飯は
大事ですよ（笑）。

「２か月に１度実施する “ サブウェイサンド全品 320 円均一セール ” の時は行列が
できてご迷惑をかけることもありますが、スタッフもフル回転で頑張っています。
こういう機会には 1 人でも多くの学生や教職員の方に食べていただきたいです」と
内田さん（左から 2 人目）

　　
長谷川めぐみ  健康福祉学科准教授 / 公衆衛生学
受賞の要因は①学生が「専門と離れて」気楽に聴
ける講義であること、②オムニバス形式の講義で
はないこと、ではないかと思います。今後もます
ます精進する気持ちを新たにしました。

松村桜子  看護学科准教授 / 病態治療論
講義では単に知識を伝えるだけでなく、学生が「自
分で考えてみる」というプロセスを大事にしてい
ます。今後も学生の理解が深まる講義を考えてい
きたいと思っております。                  

山本真智子  看護学科助教 / 医学英語                                               
この賞を頂けたのは、決して私一人の力だけで
はなく、至らぬ私を支えて下さった方々、教務
課の方、学生達のお陰だと思っております。今後
も今までの活動を活かして、精一杯努力し、目標
達成に繋げて行きたいと思っております。Again, 
I feel very honored that I was able to win such a 
big award. Thank you very much for all of them!!                                                                                             

学生の利用状況は？

内田：１日に何度もいらして下さ
る学生もいて嬉しいです。やはり
昼時が一番混みます。小腹がすい
たときはポテトやサブチキンなど
のサイドメニューがありますし、
授業の合間にカフェ感覚で利用す
る学生もいます。

最後にひと言

内田：利用者の声も聞きながらよ
りよいサービスでおいしいサンド
イッチを提供したいと思っていま
す。卒業しても杏林にお世話にな
ります。後輩たちの成長を楽しみ
に見守りたいと思います。
　

 I 

第 38 回杏祭看護学科実行委員会からひと言

　初めての “ 杏祭 ” 参加に期待の膨らむ私たちでした
が、当日の 10 月 30 日は、関東地方に台風が接近した
ことから、来場者の安全を考慮して実行委員会はスケ
ジュール変更を決断しました。それでも看護・医学教
育研究棟の各教室をフル活用して保健学部大瀧学部長
の講演会を開催したり、研究発表や看護への理解を深
めていただくための体験をしていただきました。また、
松田記念館周辺で部活動団体を中心に模擬店を出店し
皆さまに楽しんでいただきました。
　今年もさらに “ 杏祭 ” を盛り上げたいと思っていま
すので楽しみにしていてください。
　　　　（実行委員長 保健学部看護学科２年　染谷将伸）

営業時間　平日 8:30 － 18:00
　　　　　土曜 8:30 － 16:00
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総合政策学部
   新たにロサンゼルス研修が
   スタート

ゼミ活動の集大成
「社会人基礎力育成グランプリ 2011」予選大会出場

2011 年 3 月 1 日発行

南極観測隊長が杏園祭で講演

第4 回八王子まちづくりフォーラムを開催

地域
交流

kyorin × tama

杏林大学新聞編集委員会　編集長 黒田有子
　　　　　　　　　　　　事務局 広報・企画調査室
℡ 0422（44）0611  E-mail  koho@ks.kyorin-u.ac.jp　　URL  http://www.kyorin-u.ac.jp

杏林大学の地域交流活動　
「地域に根ざした大学」をめざして

トピックス          ●

　3 月 13 日から、総合政策学部の希望者
を対象にアメリカ研修が行われます。これ
までにも、夏休みを利用した研修はありま
したが、春休みの研修は初めて。
ロサンゼルスで研修を行うのも新しい試み
です。
　15 日間の研修では、ロサンゼルス郊外
の大学キャンパスで英語を学ぶだけでな
く、ホストファミリーとの交流や市内見学・
美術館見学、また、ショッピングなどを通
じて、現地の文化や社会を体験します。
　予定されているプログラムの一つ、日系
老人福祉施設でのボランティア活動では、

日米の医療福祉の違いを理解し、アメリカ
日系社会の歴史や文化を実感することがで
きるでしょう。また、オールドタウン、学
生街、ハリウッドなどを見学し、それぞれ
の街に関わる法律や行政、経済、環境につ
いて考察するのも良いかもしれません。免
税店でのショッピングは、その経営戦略を
読み取り、税制や会計を理解する絶好の機
会です。多彩な分野を学ぶ総合政策学部の
学生が、アメリカ研修で新たな知見を得、
成長することを期待します。

　英語学科の遠山ゼミは、2010 年
11 月 29 日に行われた経済産業省主
催の「社会人基礎力育成グランプリ
2011」関東地区予選大会に出場しま
した。
　このグランプリは、大学の専門知識
の学習を応用し、現代に相応しいビ
ジネスマインドを養成する「プロジェ
クト形式の課題解決型学習（ＰＢＬ）」
の取り組みの成果報告を行うもので、
本学含め 29 校が参加しました。
　国際コミュニケーション論と実用
英語習得を研究テーマとする私たち
は、「国際社会と地域社会の橋渡し」
を目標に八王子市役所との官学連携

で取り組んできた「親子異文化体験」
と「伝統文化ふれあい事業」という 2
つの社会的実践活動について発表し
ました。
　全国大会進出は果たせませんでし
たが「地区奨励賞」を頂きました。
これまでのゼミ活動を振り返り、自
分たちの成長の過程を「社会人基礎
力」という観点から捉え直したこと
で、「チームで働く」ことの意義を再
認識し、成長した自分を実感し、自
分の強みや改善すべき点がわかりま
した。

（遠山ゼミ 3 年 今村彩乃・小森菜津美）

　　ゼミブログFrom Hachioji to the World：
“Think Globally, Act Locally”
で伝統文化を世界へ発信

八王子車人形古柳座など八王子の伝統芸能を実際に体験し

て、自分たちの言葉でその魅力を伝えています。

親子異文化体験

　「魅力ある観光地へのまちづくりとひとづく
り」をテーマに第 4 回八王子まちづくりフォー
ラ ム を、 昨 年 11 月 6 日（ 土 ） 午 後、 八 王 子
市学園都市センターで開催しました。今年度
は、本学に観光交流文化学科が設置されたこと
もあり八王子市の観光の将来に目を向けた内容
で実施しました。会場には八王子の観光に関
心のある市民や学生約 200 人が参加しました。 
　フォーラムでは、まず本学跡見裕学長と黒須
隆一八王子市長が挨拶をし、杏林大学と八王子
市が双方の資源、機能を用いて多面的に連携を
していくことを確認しました。続いて、由布院
温泉観光協会会長の桑野和泉氏が「まちづくり
とホスピタリティ」と題して基調講演を行いま
した。由布院温泉の概要、滞在型保養温泉地
としてのさまざまな事業への取り組みや、景
観計画についてルールを成文化して統一的な
環境づくりを進めていることなど、観光地と
してのまちづくりの取り組みを紹介しました。 

　基調講演のあと、本学外国語学部観光交流文
化学科の岩﨑公生教授がコーディネーターを務
め、4 人のパネリストと「魅力ある観光地へのま
ちづくりとひとづくり」をテーマにパネルディ
スカッションを行いました。会場の参加者とも
意見交換を行い、観光地としての八王子市に大
学や市民がどう関わることができるのかを考え
ることができました。　　　　（地域交流委員会）

●八王子まちづくりフォーラム
第 1 回（2007.11.10）　まちづくりと大学の役割
第 2 回（2008.11.8）   　商店街の活性化
第 3 回（2009.11.7）   　地域で子育てを考えよう

左から由布院温泉観光協会会長 桑野和泉氏、オフィ
スヴァルトサービスコンサルタント 福島規子氏、八
王子市産業振興部観光課長 西田隆氏、東日本旅客鉄
道八王子支社営業部長 藤原義雄氏

　本学は羽村市平日夜間急患セン
ターへの医師派遣、ゆとろぎ文化講
演会への講師派遣を行うなど、羽村
市と連携を進めてきました。昨年 6
月にはこれまでの連携事業を拡充す
るために連携協定を結びました。
　これを踏まえ 11 月 16 日、羽村
市役所で「第 1 回羽村市・杏林大
学連携協議会」を開催しました。
　協議会では、連携協議会の名称、
構成員、規約、連携の方法等を協議
しました。また、今後の新たな連携
事業として、羽村市からは各種講演

会などへの講師（教員）派遣や学生
ボランティア派遣など 19 件が、本
学からはインターンシップ受け入れ
や八ヶ岳・清里の保養施設の利用な
ど 10 件の事案がそれぞれ提案され
ました。
　これらの提案は、次の協議会で連
携事業計画を策定し、実施に移して
いくことにしています。
　このように本学と羽村市は、双方
が保有する人的・社会的資源を活用
し合うことにより双方の質を高め合
い、地域の発展に尽くしていきます。

羽村市生涯学習センターゆとろぎ（左）では医療、健康、文化などをテーマに毎年本学教
員による講演会を開催しています。本学はこれからも八王子（右）、三鷹両キャンパスを
あげて羽村市との連携事業を進めていきます。

　2010 年度杏園祭において、総合

政策学部ゼミナール連絡会（ゼミ連）

が講演会を主催しました。ゼミ連は、

総合政策学部のゼミ間の交流や情報

共有を目的とする学生組織であり、
杏園祭では 20 年以上も前から講演会を

企画・運営しています。

　今年度は、第 51 次日本南極地域観測

隊の隊長を務められた本吉洋一氏を講師

にお迎えし、南極観測隊の活動や美しい

オーロラの映像を交え、気候変動から地

球の歴史、そして宇宙にいたる壮大な

テーマについてお話しいただきました。

　本吉氏の講演会につづき、7 つのゼミ

ナールが南極に関する研究発表を行いま

した。北島ゼミ（公衆衛生学）と野山ゼ

ミ（保健学）は南極での食事や健康管理

ようこそ外国語学部へ
フレッシャーズキャンプ 

引率の木暮健太郎講師から
言葉が通じなくても、相手に自分の意志を伝
えるという経験が重要だと思います。アメリ
カを代表する大都市ロサンゼルスでたくさん
の刺激を受けてきて欲しいと願っています。

　 外 国 語 学 部 で は、4 月 9 日（ 土 ） ～ 10 日
（日）に新 1 年生全員を対象に河口湖周辺で 1 泊
2 日の「外国語学部　フレッシャーズキャンプ
2011」を実施します。
　チームビルドやプロジェクトワークを通して 1
年生が早期に大学の環境に慣れ、新たな人間関係
づくりが円滑に進められるよう、このキャンプに
は教員のほかに初めてピアメンター（サポートす
る上級生）が約 30 名参加します。

 

 

を、木村ゼミ（経営学）は南極観測隊に

おける組織とリーダーシップを、斉藤崇

ゼミ（環境経済学）は南極の環境問題を

とり上げました。特に南極条約や国際法

には関心が集中し、渡辺ゼミ（国際政治

学）はその歴史的経緯に、久野ゼミ（開

発経済学）は経済的必要性に、岩隈ゼミ

（法律学）は領土概念に焦点を当てまし

た。

　本吉氏の講演と各ゼミの専門を活かし

た研究発表により、講演会は例年以上に

意義深いものとなりました。

会場の様子。右手奥が本吉氏。同氏は、これまで 6 度の南極
観測隊任務に就き、現在は国立極地研究所教授として地質学や
岩石学などを研究している。

青木健先生追悼号発行
　2009 年 11 月に急逝された青木先生を偲び一周忌となる 2010 年 11 月、『杏林社会科学
研究』青木健博士追悼号（第 26 巻第 2・3合併号）が刊行されました。先生は、JETRO や
国際貿易投資研究所で活躍されたのち、1993 年 4 月から 2007 年 3 月まで杏林大学大学
院国際協力研究科および社会科学部（現総合政策学部）の教授として、また、2007 年 4 月
からは同研究科客員教授として、とくにアジア地域における開発経済学の研究と教育に携
わりました。2007 年には独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長に就任し、恩給欠格
者・戦後強制抑留者・引揚者等に関わる各種事業の推進に尽力されました。

八王子市とその近隣に住む親子を対象に
海外の伝統文化を紹介する体験型のイベ
ント。
昨年はイギリス、ドイツ、デンマークな
ど 6 カ国の食、遊び、踊り、昔話、民族
衣装を紹介し、異文化に興味を持ってい
ただきました。

トピックス      ●「第 1 回羽村市・杏林大学連携協議会」を開催
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金田一秀穂（きんだいち ひでほ）：1953 年
東京生まれ。東京外国語大学大学院修了。
中国大連外語学院、米イェール大学、コ
ロンビア大学などで日本語講師。1988
年より杏林大学外国語学部で教鞭をとる。 

数字で見る杏林大学 ５　　

  ⑤

杏林大学新聞編集委員会　編集長 黒田有子
　　　　　　　　　　　　事務局 広報・企画調査室
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2011 年 3 月 1 日発行

金田一
教授の研究室から

●

編集を終えて

６5万3745 人

　八王子・三鷹両キャンパスではあわせて 87 のクラブとサークルが活動しています。
　今回は、2 つのキャンパスで活動する少林寺拳法部と、学内外のさまざまなイベントで演奏を
披露する吹奏楽団を紹介します。

・            

            

・

・          
            
・
・  

・

4 月   3 日    （日）        入学式（春学期）
4 月   5 日（火）    　授業開始
6 月上旬　　          　杏会総会
　　　　　　　　　　     　   （保健・総合・外国語学部保護者会）
7 月 25 日（月）          授業終了

創部 33 年、毎年恒例の春夏合宿で技を磨く
少林寺拳法部　

クラブ・サークル紹介lub

ひる

2011 年度 

ircle
cc

　少林寺拳法部は、今年創
部 33 年を迎えます。現在、
医学部、保健学部、総合政
策学部、外国語学部の 51 人
が、上野文英監督、顧問の
医学部 松村讓兒教授のもと
活動しています。
　部の最大の特徴は、部員
み ん な 仲 が 良 い こ と で す。
学部の垣根を越え、先輩と後輩が一緒に練
習し、部活動以外でも仲がよくアットホー
ムな部活です。普段は三鷹と八王子キャン
パスでそれぞれ活動していますが、月に 1
度三鷹キャンパスの柔剣道場で合同練習を
し、毎年春と夏に合宿をするなど交流も盛
んです。
　練習では、大会の競技種目を意識して、

「運用法」という防具をつけた実戦形式の
練習や技術練習の基本となる演武などを
行っています。部員はみな大会出場に積極
的で、なかでも運用法の部は出場希望者が
多く、部内で選考会を行うほどです。
　昨年 10 月、関東学生医歯薬ブロック

大会が日本大学歯学部で行われ、10 大学
166 名の拳士が技を競い合いました。本学
は男子総合２位、個人でも多くの部門に入
賞しました。11 月には日本武道館で行わ
れた第 44 回全日本学生大会に出場しまし
た。本戦に進めるのは参加 159 大学中 22
校。本学は予選を通過したものの、本戦で
は 18 位に終わりました。
　今年は、杏林大学が関東学生医歯薬ブ
ロック大会の主幹校です。好成績を残すこ
とはもちろん、大会を成功させるため部員
一丸となって努力して参ります。

（少林寺拳法部主将 / 医学部医学科２年 岡本暢之）

多くの方々に私たちの演奏を楽しんでいただきたい
杏林大学吹奏楽団　

　杏林大学吹奏楽団は、保健学部、総合政
策学部、外国語学部の 1 年生から 3 年生ま
で 29 名が所属しています。
　楽器の経験年数は人それぞれで、10 年
以上続けている人もいれば、入団してから
始めた人もいます。
　活動は水・木・土の週 3 日ですが、大会
や演奏会前は、毎日練習することもありま
す。
　昨年 8 月 14 日には江戸川区総合文化セ
ンターで開催された、東京都大学吹奏楽コ
ンクールに出場しました。コンクール前は
専属トレーナーの指導を受ける強化合宿も
行いました。結果は銅賞でしたが、団員全
員が音楽と向き合い、自分の限界にチャレ
ンジしたことで、技術も精神力もアップし
たと思います。夏休みの思い出の一つとな
りました。
　12 月 12 日には昭島市民会館で第 24 回
定期演奏会を開催しました。「仮面舞踏会」
や、AKB48 の「会いたかった」など 13 曲
を演奏し、みなさまに楽しんでいただきま
した。本番の舞台で、全員が一つになって
演奏できた時の感動を思うと、夜遅くまで

行う辛い練習
にも熱が入り

　これは、杏林大学医学部付属病院が平成 21 年度
に受け入れた外来患者さんの延人数です。そのう
ち、37,250 人（5.7％）は救急外来の受け入れでした。
　付属病院は平成 6 年に高度な医療の提供・高度

な医療技術の開発・医療研修を行う特定機能病院の承認を受け、東京多摩地域の中核的
な医療機関の役割を果たしています。高度救命救急センターにも認定されています。
　東京多摩地域からの外来患者数は、1 年間に 494,381 人で外来延人数の 75.6% にあたり、
地域の中核病院として機能していることが数字の上からも窺えます。例えば、付属病院
のある三鷹市からは 162,317 人（24.8％）、隣接する調布市からは 99,931 人（15.3%）と地
域医療協力が密接に行われているといえます。東京都 23 区からは 127,261 人（19.5%）、
埼玉県・神奈川県・千葉県の３県からは合計 24,147 人（3.7%）、遠くは北海道の 261 人、
沖縄県の 95 人となっています。
　受診者を年齢別で見ると、70 代と 60 代の高齢者の方がそれぞれ 143,941 人（22.0%）、
123,361 人（18.9%）と多く、次いで 50 代、40 代の壮年者の方がそれぞれ 77,285 人（11.8%）、
71,199 人（10.9%）でした。一方、0 ～ 9 歳も 35,341 人（5.4%）と子どもたちの受け入れも
かなりの数に上っています。
　人間性豊かな医療従事者を育成しつつ、高度先進医療の遂行と地域医療への貢献を積
極的に行っていくことが、杏林大学医学部付属病院の使命です。

　学年末になって、四年生たちが卒業
していく季節。今年は就職氷河期。毎
年そのように言われるけれど、今年は
確かに 20 年以上大学にいて、最も厳し
いのではないかと思う。それでも彼ら
は思い思いに大学を出て、ある者は会
社へ、ある者はフリーターに、またあ
る者は大学院へと散って行く。今まで
彼らと過ごした時間が終わる。四月に
なればまた新しい顔が現れる。それは
また楽しみでもあるが、しかし、数年
にせよ、卒業生たちと培ってきた関係
が、式をさかいにこれで終わってしま
うというのは寂しいことだ。
　「チップス先生さようなら」という小
説がある。イギリスの私立小学校を舞
台にした短編で、二度も映画になった
から、それを見たという人も多いかも
しれない。私はとても不思議な題名だ
と思っていた。なぜ「さようなら」な
のか、どうして「こんにちは」ではな
いのか、わからなかった。
　あるとき、この季節、はっきりと分
かった。あれは「こんにちは」ではい
けなかったのだ。「さようなら」でなけ
ればいけなかったのだと。
　卒業生たちは私に「さようなら」を
言って出て行く。わたしも彼らに「さ
ようなら」を言う。それでなければい
けない。いつまでも「さようなら」を
言えないようでは困る。彼らの「さよ

うなら」は、これから社会に出て行く
喜びの言葉である。教師の「さようなら」
は彼らの門出を祝う祝福の言葉である。
　「さようなら」を言えるのは、悲しむ
べきことではなく、むしろ喜ぶべきこ
となのだ。「さようなら」と言ってくれ
る子どもたちは、教師にとっては、あ
りがたいことなのだ。
　彼らは私の研究室を去っていく。私
は取り残される。彼らにはいずれにせ
よ、新しい世界が待っているだろう。
どのような出会いがあり、どのような
世界を見ることが出来るのか、新しい
空間と新しい時間。それはとても刺激
的であり、学生時代のことなど忘れて
しまうような日々であるだろう。　
　しかし教師には、場所も時間も変わ
らない。そこには彼らが不在であるこ
とを感じさせる研究室だけが残ってし
まう。見送られる人よりも、見送る人
のほうが寂しさを感じてしまう。相手
が去って、もういない空間や時間を生
きていかなければならない。見送られ
た側は、新しい空間と時間で、過去を
思い出す暇のない生活をすごすことに
なる。
　教師は「さようなら」
を喜んで言えなければ
いけない。因果な仕事
でもある。

いしだ ひとし　昭和 28 年富山県生まれ。昭和 53 年京
都大学医学部卒業後、大学院を経てカリフォルニア大
学リバーサイド校生化学教室に留学。帰国後、京都大
学医学部 助教授、平成 10 年 杏林大学医学部教授、平
成 18 年－ 19 年副院長。現在に至る。日本糖尿病眼学
会理事、日本臨床栄養学会理事、日本糖尿病学会「食
品交換表」編集委員会委員長、平成 22 年度－ 23 年度
日本栄養・食糧学会会長を務める。

（（

　話題となっているメタボリックシン
ドローム、肥満、そして糖尿病などの

「生活習慣病」を有する人達の増加の勢
いが止まりません。どうしてなのでしょ
うか？
　そもそも日本人の食生活は欧米とは
異なり、農耕民族として穀物や野菜、
そして魚介類が食事の中心でした。そ
の中で体質に合った「和食」が創作さ
れました。一方で日本人には、先祖伝
来の遺伝子のなかにインスリン分泌能
が弱い性格が組み込まれています。そ
してわずかな肥満が存在するだけです
ぐに糖尿病を発症してしまいます。
　日本の開国そして文明開化後のこの
わずか 100 年余りの間で、私達をとり
まく生活環境は激しく変化しました。
すなわち食生活の欧米化や交通手段の
発達による運動不足が、日本人の肥満
を助長させました。その結果、遺伝子
の中にすでに組み込まれている弱いイ
ンスリン分泌能がこれらの変化に追い
ついて行くことが出来ず、まさに「遺
伝子が戸惑っている」状況なのです。
一昨年の推計では、糖尿病の患者数は
すでに約 900 万人となり、その一歩手
前の人 （々約 1300 万人）と合わせると、

わが国の実に約 6 人に 1 人が治療もし
くは予防の対象となっているのが現状
です。
　この戸惑える遺伝子に、私達自身が
早く救いの手を差しのべなければいけ
ません。では一体どうすれば良いので
しょうか？
　ここで少し発想の転換をしてみま
しょう。先程、日本人はわずかな肥満
を生じるだけで糖尿病をすぐに発症し
てしまうと述べました。ということは、
食事や運動などの生活習慣の改善でイ
ンスリンに対する感受性が少しでも回
復すれば、糖尿病にならずに済む人も
多いことを意味しています。
　また病気は早期発見が第一です。積
極的に定期健康診断を受け、そしてと
きには食後で良いですから血糖値や尿
糖の有無を調べてみましょう。
　どうか大切な「日本人の遺伝子」が
戸惑うことがないように、早速今日か
ら生活習慣の見直しをお願い致します。

（石田 均：杏林大学医学部教授 
　　　　　糖尿病・内分泌・代謝内科 )

健康ひとくちメモ

戸惑える日本人の遺伝子

印は世界糖尿病デー（11/14）のシンボルマーク「ブルーサークル」
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海外に 27 ある杏林大学の協定校は多岐にわたり、広がりをもっています。このリソースが学生の皆さんにさらに活用されることを願っ
て本号トップを企画し、坂本ロビン教授と各学部の学生・卒業生の皆さんにご登場いただきました。（有）
今、「紙」か「電子」かで書籍、新聞が揺れています。ところが、杏林大学新聞は「紙も電子も」であり、電子版はホームページで創刊
号から読めるようになっています。本号トップの留学特集は跡見学長のご提案によるものです。じつはこの新聞は、企画・取材・記事
作成・割付・整理・校閲、そして組版作成までのすべてを編集委員会 ( 学長および教職員代表 ) と広報 ･ 企画調査室が「手づくり」で行っ
ています。どこの大学新聞にも負けない高いクオリティの紙面にすべく毎回奮闘しております。（木）
先日等編集部をチアリーディング部の学生が訪ねてきました。「大学新聞で私たちの部を紹介してくださったおかげで部員が 2 倍に増
えました」とうれしい報告がありました。これからも学生たちのイキイキと輝く活動を紹介していきたいと思います。（酒）
写真の件ではいろいろな方々にお世話になりました。特に外国語学部倉林秀男先生にはご尽力いただきました。（お）
杏林大学新聞に関するみなさまの声をお聞かせください。

   8 月   6 日（土）~                        夏季休暇
   9 月 20 日  （火）       　　    　　     授業開始
10 月    8 日（土）、９日（日）   杏園祭（八王子キャンパス学園祭）
10 月    8 日（土）                             杏祭（三鷹キャンパス学園祭）
11 月 11 日（金）　   　　　      創立記念日 ( 休校 )

（4月～11月）

　　「　　　　　　　　　    」完成！

 

ました。この演奏
会で、9 名の 4 年
生は卒団となりま
し た。「 楽 し か っ た 」
という先輩の言葉に、
演奏会の成功を改めて実感することができ
ました。
　入学式や卒業式、保護者会、野球部の公
式戦での応援のほか、老人ホームや戸吹育
成園でも演奏活動をしています。今年は八
王子市議会での議場コンサートにも招待さ
れました。聴いている方の顔が、とても近
くに見えることは、貴重な体験です。これ
からもこのような機会を大切にしていきた
いと思っています。
　OB・OG の先輩方、日々支えてくれる先
生方や保護者の存在も、私たちの励みです。
たくさんの人に聴いていただけるよう、こ
れからも練習に励んでいきたいと思いま
す。

（吹奏楽団団長 /
　　　　保健学部臨床検査技術学科 3 年 松島彩夏）

＊医学部の授業開始・終了、夏季休暇はこれとは別です

　総合政策学部進邦ゼミ生が八王

子キャンパスのある加住地域の名

所や行事を題材に、八王子市立加

住小中学校中学部の生徒たちと一

緒に作った「かるた」が 2011 年

2 月に完成しました。

かすみ

大学行事・イベント
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