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 夏の暑いこの時季はどうしても学修ペースがダウンしがちです。

スクーリングで教員や仲間から良い刺激を受けながら、モチベー

ションを高めてみてはいかがでしょうか。 

 夏期スクーリングの受講申請期間は7月7日（土）までです。 
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生命科学の将来の課題 
 明治初年、北海道札幌の農学校の教

頭だったアメリカ人クラーク博士が学校

を去る際に、学生たちに残した「少年よ

大志を抱け」（Boys be ambitious）とい

う有名な言葉がある。若者たちよ大き

な志を持て。将来に対する希望・抱負

は雄大であれ。というこの言葉は、21

世紀の現代でも通じるものである。 

 そして、農学校ではあったが入学した

学生に対してクラーク博士はリベラル・

アーツ（一般教養）を人間形成として重

視していた。その教育を受けて偉大な

教育者となった代表者が、内村鑑三で

あり、新渡戸稲造である。彼らは、日本

の高等教育界に大きく貢献したのであ

る。そして、彼らの特徴は科学者でもあ

る。たとえば、内村鑑三は生物発生の

受精について研究するとともに進化に

ついても研究していたのである。明治

の初めに進化に興味をもっていたこと

は驚きである。この生物進化を科学的

に証明したのは、チャールズ・ダーウィ

ンによる「種の起源」（1859年）である。

「種の起源」は、近代生物学の始まりと

いってよい。 

 20世紀に入って分子生物学の誕生

があって、生命科学へと発展して、ダー

ウィンの進化論は再確認されている。

生物進化の問題も究極的には物質系

として、そして、生態系の変化の一部と

して科学的に説明されなければならな

い。 

 これからの生命科学の1つの大きな

課題は、個を個として成り立たせている

全体的なシステムとしての生命につい

ての理解である。これは生態系につい

て科学的に明らかにすることである。地

球全体が1つの生態系でもある。この生

態系という生命を自然科学的にどうとら

えるかはまだわかっていない。 

 21世紀の自然科学として生命に関す

る課題は、脳や高次神経系の研究を通

じて、人間の精神の問題に切り込むこ

とである。また、人間も含めた無数の動

物、植物、微生物のつくっている生態系

の探求でもある。これら2つの課題の自

然科学的、人文科学的探究は、人類の

未来を考える上で、寄与することになる

であろう。 

 

 

あおき きよし 

人間総合科学大学副学長、「文明科学

概論」「生命倫理学」担当 

副学長 青木清 
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林縝治 先生 

私：洋子さん、今日は夕食に呼んでくれて

ありがとう。お宅のマンションのベランダか

ら東京湾の夜景を見るのも楽しみにしてき

ましたが、同時に、孫のみどりちゃんとも

遊ぶのを楽しみにしていましたよ。ところ

で、私の大学の「華蓮だより」から原稿を

依頼されました。人間総合科学大学は社

会人を対象とした通信教育を行っていて、

私もその一端を担っています。私の大学

で通信教育を受けている学生さんの中に

は、洋子さんと似た立場の人たちもいるの

で、洋子さんへのインタビューをまとめる

と、学生さん達の参考になるかと思うので

す。 

洋子：私は現在、地域包括支援センターで

社会福祉士をしています。ここで働き始め

てから、産休期間を含めて10年ほどにな

ります。仕事の内容は地域の高齢者の総

合相談窓口で、高齢者のためのワンストッ

プサービスをめざしています。高齢者が地

域でできる限り自立した生活を送っていけ

るよう、介護・保健・医療に関する幅広い

相談や、高齢者虐待対応や成年後見制

度の利用促進など、権利擁護に関する相

談に応じています。私の立場としては、現

場のリーダー的な役職になります。 

私：ところで、現場で働いていて、大学や

大学院などで、現場に生かす知識などを

勉強したいと思いますか？ 

洋子：地域包括支援センターでは、高齢者

が安心して暮らしていけるよう「地域づく

り」が必要と言われています。現在アン

ケート、ヒアリングなどを行い、データ集計

をしていますが、分析・考察するまでには

至っていないのが現状です。現場の職員

は時間的にも、仕事の内容的にも余裕が

ないのが現実ですが、管理職になると勉

強は必要と思います。 

私：そのようなデータの分析は、管理職で

あれば行うべきであると考えますか？ 

洋子：管理職は長期的展望に立って、事

業計画を作成、評価していく必要がありま

すので、私はそのためにもデータの分析は

必要だと考えています。 

私：ところで、洋子さんの仕事場で現在何

が問題となっていますか？ 

洋子：私の事業所では、地域包括ケア会議

というのを行って、地域の課題を掘り起こ

そうとしています。この会議は医療機関、

行政、介護保険事業所、民生委員など異

なる職種の人たちが集まって、地域の抱え

ている課題を抽出して、解決していこうとす

るものです。昨年度あげられた課題として

は、家族や地域のつながりが劣化してい

る、独居高齢者が増えている、老老介護や

認認介護（*）が増えている、往診医や入院

できる病院が少ない、成年後見制度につな

がりづらいなどがありました。問題抽出の

ためには、今後地域住民を巻き込んだ広

範囲の調査が必要かもしれません。（*注：老

老介護＝お年寄りがお年寄りを介護する。認認介護

=認知症の人が認知症の人を介護する。） 

私：ところで、私が教えている大学は社会

人が主で、通信制を利用してそれぞれの

学生の課題を最終的には論文の形でまと

めるということをしています。洋子さんが今

言われた現場でのデータを集計するだけ

では論文としては不十分で、得られたデー

タをもとにして、第三者からの批判に耐え

るだけの内容を持った分析にまでまとめる

ということをめざしています。例えば、看護

師さんの例ではいろいろな症状の患者さん

にどのように適切に対応するかということ

が課題になりますが、患者さんそれぞれの

状態や状況が異なります。グループ分けし

て集計整理するところまでは行きますがそ

れぞれのグループに対してどのように対応

するのが最適なのかと判断するためには

冷静な分析が必要です。特にわれわれの

大学ではこころとからだの関連に注目して

いるので、そのような観点から将来に向け

て分析することになります。このような、い

わゆるアカデミックな内容と、現場での問

題の解決の間が有効につながるかどうか

が問題なのですが、ご意見がありますか？ 

社会人が学ぶということ 

～データ分析能力を身につけたい～（息子の妻との会話） 

はやし しんじ 

「環境とホルモン」担

当 
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佐藤弘子 先生 

るだけに、ちょっとした会話の中にもユーモ

アがあり、いつも元気を分けていただいて

おります（笑）。 

 今年度に関しては少々タイトなスケジュー

ルであるにもかかわらず、着々とグループ

ワーク・課題・レポートをこなしていく様は、

只 々 感 服 い た し ま す 。 初 め の 頃 こ そ

UHAS@Myキャンパスの使い方に戸惑って

いらっしゃる方もみられましたが、今では

UHAS@Myキャンパス上でのグループワー

クや資料作成、e-Libraryでの文献検索等、

本学の特徴でもあるこの学習環境を最大

限に活かして学んでいらっしゃいます。 

 看護教員養成コースのみなさんが、来年

の3月にはプログラムの修了証を手にされ

（全員修了を期待します！）、看護職の後

輩の育成に携わるようになるということは、

本学教職員にとっても大きな励みとなりま

す。 

 秋には看護専門学校での看護教育実習

もあり、まさに今、授業案や講義資料の作

成も佳境に差し掛かっている頃と思いま

す。実習では学生の煌めきだけでなく、

様々な看護教育上の課題もみえてくること

 みなさんこんにちは。人間科学部人間科

学科 助教の佐藤弘子です。今年も節電の

夏ですがいかがお過ごしでしょうか。エコ

が過ぎて体調を崩さぬようご自愛ください。 

 さて、今年人間科学科に日本初の通信

制の看護教員養成コースが誕生しました

（祝！）。今回はこのコースについてご紹介

させていただきます。 

 看護教員養成コース内の「看護教員養成

プログラム」は専門学校の看護専任教員

の資格を得るためのプログラムで、厚生労

働省より専任教員養成講習会として認定

（通信制としては日本初）されております。 

 これまで日本には全日制のコースしかあ

りませんでしたが、本学のこのコースで

は、休職することなく働きながら学ぶことが

できるとして、多くの方々に喜ばれることと

思います。 

 今年度はこのコースに21名の学生（3年

次編入学）を迎えることができました。既に

6月8日よりスクーリングも開始し、意欲的

に学修されていらっしゃいます。さすがに

みなさん看護師としての臨床経験も豊富

で、多様な人生経験を積まれていらっしゃ

看護教員養成コース誕生！ 

洋子：そのようなことは大変意義があること

と思います。現場の課題やデータと、論理

的な整理とは、ややもすると接続するのが

困難なのですが、この両者の間の空白を

埋める作業がどうしても必要に思います。

言い換えると、データと目的との間の隙間

を埋めることが重要と思います。この作業

には、やはり大学の先生とか、チューター

役の方の力を借りることが有効です。 

私：そうですね。学生が持っている意欲と

目的とを一直線に繋げるためには、チュー

ターの責任は重いですね。ところで、学生

がアカデミックな論文をまとめる意義はど

のようなところにあるのでしょうか？ 

洋子：忙しい日常業務を持ちながら、時間

と労力をかけて論文をまとめている社会人

の学生さん達には頭が下がります。私も

日々の業務の中で「このような事業や企画

は税金を使って実施する意味があるのか」

ということが常に問われています。社会福

祉の受益者の声が大事なのは言うまでも

ありません。私たちのような現場を知る専

門職が、持っているそうした声やデータを有

効に活用し、分析・考察をすることは大きな

意義があります。またそれを社会に発信す

ることが今後ますます必要になってくると思

います。 

私：その通りですね。現場とアカデミックな

ものとを密接につなげていくのはそう簡単

ではないのですが、何をしたいのかという

目的をはっきり持ってまとめていくことが有

効なのでしょうね。私も大学の教授として、

できるだけのことをしていこうと思います。

今日はありがとうございました。 

さとう ひろこ 

「看護実習」、看護教

員養成コース担当 
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が生活時間の一部を占めることも多くなり

ます。1日24時間の中で、睡眠時間をどの

ように確保するかについて、子どもと話し

合い、子ども自身が納得した上で、目標を

もって自分自身の生活時間を設計できるこ

とが望まれます。 

 中学生・高校生は自我が確立し、親の考

え方にしばられず、自分なりの生活のスタ

イルを築くことを望む年代です。したがっ

て、それまでにどのような生活習慣を築い

ておけるかが鍵になります。塾に通う生

活、テレビゲームやインターネット、深夜放

送等、夜遅くまで起きている傾向に陥りが

ちです。自分で考え、適切な睡眠がとれる

ように、根気強く理由を説明し、助言する事

が大切です。それを選択するのは本人自

身ですが、やがては健康的な生活習慣を

営めるようになることを信じて、言葉をかけ

続けましょう。 

 また、子どもの睡眠をはじめとする健や

かな成長発達を守るためには、家庭・学

校・地域社会が連携して支援する事が望ま

れています。学校においては養護教諭とし

ての立場から、睡眠を含めた生活習慣の

適切な指導が常に求められています。しか

しながら、これからの日本を担う子どもの

「こころ」と「からだ」にとって、よりよく生きる

ための知恵を身に付け、自立と共生の中

で生き抜いていくためには、社会が一体と

なって、子どもの健やかな成長をサポート

していくことが必要なのではないでしょう

か。様々な立場から、子どもの健康を見

守っていく事が、我々には求められている

のではないかと感じております。本学での

学びの中で、ほんの少しだけ意識しなが

ら、学修を進めてはいかがでしょうか。 

（日本小児保健協会ホームページより一部抜粋） 

子どもの睡眠 
 私たちの脳では、膨大な数の神経細胞

が働き、様々な情報の処理や思考を行っ

ています。睡眠は、単に体の疲れをとる

ためだけでなく、脳、特に大脳を休ませる

という積極的な意味があります。また、睡

眠中には、体の調節や成長に必要な各

種ホルモンがさかんに分泌されることや、

睡眠が免疫力を高めることが知られてい

ます。このように、睡眠は、人間が生きて

いく上で必要であり、また子どもの健やか

な成長のためにとても大切な営みです。 

 質のよい睡眠をとり、健康的な生活習

慣を築くことはとても大切です。寝つきを

よくするためには、就寝時刻をなるべく一

定にして、就寝前は心身ともにリラックス

する事を意識します。そして、夜遅くまで

明るい光を浴びないように、照明は暗め

にします。寝る前に入るお風呂は、ぬる

めにすると効果的です。目覚めをよくする

ためには、起床時刻をなるべく一定にし

て、起床直後に太陽の光を浴びたり、部

屋を明るくします。軽い体操やストレッチ、

熱めのシャワーも効果的です。朝食は

しっかりとりましょう。 

 以上のような寝つきと目覚めの注意点

は、大人も子どもも基本的には同じです。

健康的な睡眠をとれるように、家族一緒

に努力しなければなりません。乳幼児期

の場合、親の生活習慣はそのまま子ども

に影響します。小さい頃から夜更かしの

習慣をつけないようにします。この時期

は、成長に必要なホルモンが睡眠中にた

くさん分泌されるので、良質な睡眠をとる

ことが、とても大切です。 

 小学校低学年でも、幼児期に引き続い

て規則正しい生活を築き、毎日、快い睡

眠がとれるように配慮することが大切で

す。中・高学年になると、塾や習い事など

田村美由紀 先生 

と思いますが、看護教育実習は看護教員

養成コースのカリキュラムの中でも大きな

学びのある科目です。実習が終わり、実

習総括のスクーリングでお会いするときに

は、みなさんご自身がさらに大きくなられて

いることだろうと今から楽しみにしておりま

す。 

たむら みゆき 

「教職概論」「教育学

概論」「教育相談」「養

護実習」担当 
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く人の心身の健康の問題がクローズアッ

プされています。企業が存続するために

は、心身ともに健康な人的資源が必要で

す。心身健康科学の視点から、働く人の

健康に関する研究を進め、働く人の健康

を保持・増進するための活動に役立つ情

報の発信に努めたいと考えています。 

河野慶三
こ う の け い ぞ う

 先生  「産業心理学」担当 

 この4月から、大学院人間総合科学研

究科修士課程の研究指導、人間科学部

の卒業研究指導、「産業心理学」のス

クーリング、健康栄養学科の講義を担当

しています。 

 神経内科領域の心身医学の臨床研究

を大学で10年、厚生省・労働省の医系

技官を10年、大学での産業精神保健・

産業保健の研究と教育を5年、専任の産

業医を17年といったところが、これまで

の私のキャリアです。 

 わが国では、雇用の問題に加えて、働

河野慶三 先生 

しい領域であり、非常に難しいことでもあ

ります。私も答えを見つける術を探してい

る途中です。私のこれまでの研究活動を

通して得た知見、これからの研究活動で

得る知見が、本学学生のみなさんの充実

した学習・研究活動のサポートの材料の

１つになればと考えています。 

高原皓全
たかはらてるまさ

 先生  「体育Ⅰ～Ⅳ」担当 

 今年度本学に着任しました高原皓全で

す。私はこれまで運動時のヒトの体の反

応、適応に関する研究活動に生理学の

立場から携わってきました。専門分野は

運動生理学、電気生理学、健康科学で

す。本学での担当科目は「体育Ⅰ～Ⅳ」

です。また、「人間総合科学 心身健康科

学研究所」の研究員としてヒトを対象とし

た研究活動を行っています。 

 本学の建学の精神である「人間をここ

ろ・からだ・文化の面から追求し、学際的

に統合して研究する」ことは、まだまだ新

高原皓全 先生 

新任教員紹介 
 

今年度より本学に着

任されました先生方か

らのメッセージです。 

ことを信じて、さらに学習していきたいで

すね。与えられるのを待っているのでは

なく、自分から。そして、形にとらわれず

に好きなペースで講義が聴ける、そんな

自由な勉強をしていきましょう。 

丸井英二
ま る い え い じ

 先生  「健康科学論」「保健学」担当 

 今年の4月に着任しました。今まで公衆

衛生学を中心に研究や教育をしてきまし

た。これからは、健康科学を中心に、み

なさんが学習していくお手伝いができれ

ばと考えています。 

 通信教育というのはなかなか大変だと

感じられるかたも多いと思います。でも、 

自分の意欲があると、とても自由にノビノ

ビと進められます。勉強しているのは自

分だけではなく、自分と同じようなことを

目指しているクラスメートがたくさんいる

丸井英二 先生 



 本学の教育・研究の基盤となっている「心身

健康科学概論」。その英訳版「Health Sci-

ences of Mind and Body」が、本年3月20日

に世界に向けて発刊されました。同書を読み

「心身相関の科学」の概念に共感された、本

学海外提携校であるカリフォルニア州立大学

ロングビーチ校 健康・ヒューマンサービス学

部 ミラー学部長から招待状が届き、5月18

日（金）招待講演「心身相関の科学―よりよく

生きるための知恵を世界へ―」というタイトル

で講演を行いました。 

 同大学の学生に心身健康科学に示された

「Knowledge for Well-being（よりよく生きるた

めの知恵）」「いのちの運用」などについての

講演がなされ、好評を博しました。ほか、ロサ

ンゼルス、サンフランシスコにも招かれ、

「3.11 東日本大震災復興支援チャリティイ

ベント」として講演会を行いました。同行した

のは、心身健康科学研究班プロジェクトチー

ムの久住武人間科学部学部長、小岩信義准

教授、鍵谷方子准教授です。本学が世界に

先駆けて立ち上げた「心身相関の科学／心

身健康科学」をご理解いただく上で貴重な講

演となりました。 

 

＝アメリカ講演日程＝ 

【ロスアンゼルス】 

■5月18日（金）12:00～13:00 

＜招待講演＞ 

会場：カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 

1250 Bellflower Boulevard Long Beach, 

California  

講演タイトル「心身相関の科学―よりよく生き

るための知恵を世界へ―」 

■5月19日（土）13:00～ 

会場：ライトハウス  

2958 Columbia Street Torrance CA 90503  

講演タイトル「よりよく生きるための知恵“ここ

ろ”と“からだ”の健康科学」 

【サンフランシスコ】 

■5月20日（日）17:30～ 

会場：紀伊國屋書店 サンフランシスコ店 

1581 Webster Street, San Francisco, CA 

94115, U.S.A. 

講演タイトル「よりよく生きるための知恵“ここ

ろ”と“からだ”の健康科学」 

■5月21日（月）11:00～ 

会場：バークレー鍼・統合医療専門職大学院 

2550 Shattuck Ave. Berkeley, CA 94704 

講演者：久住眞理学長・久住武教授 

講演タイトル「心身健康科学と鍼」 

 

 

 

 『心身健康科学概論』【英訳（初版）・日本語

（第2版）】および『心身健康科学シリーズ』の

詳細は、本学HP（http://www.human.ac.jp/）

をご覧ください。 

久住眞理学長が、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校

にて5月18日（金）招待講演を行いました 

講演する久住眞理学長 

会場の様子 
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この一連の講演は

「3.11 東日本大震災

復興支援チャリティイ

ベント」として、その参

加費は、昨年東日本

大震災に見舞われた

本学と交流のある岩

手県の高校に送りまし

た。 

Information 
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『心身健康科学概論』英訳版 
Health Sciences of Mind and Body 

First edition 

『心身健康科学概論』第2版 



 本学でみなさんは、太陽の画家として世

界的に有名な中島由夫先生の絵に囲まれ

た環境の中で勉学されています。 

 このたび、蓮田キャンパス本館4階401

教室を改修し、先生の絵を展示した小さな

アート・ギャラリーが完成しました。 

 先生が全身全霊を込めて描いた、さまざ

まな太陽などから、「学び」「成長」のエネ

ルギーを吸収していただけたらと思いま

す。 

 スクーリングなどで本学にいらした際に

は、勉学の間にほっとするこの空間、ギャ

ラリーにぜひ一度足を運んでみてください

（401教室で授業中の時は見学できませ

ん）。 

太陽の画家 中島由夫 アート・ギャラリー完成！！ 

－学びと芸術の融合を体感する空間－ 

フェテリアが設けられています。食堂、売店

が営業していますのでご利用ください（科目

修了試験日は休業）。昼休憩の時間は学

生の皆さんが集中するので、予め通学途中

に購入しておくのもよいでしょう。なお、蓮田

キャンパスまでの通学路となるメイン通りに

はコンビニがないので、蓮田駅前のコンビ

ニや途中の乗車駅等で買い物を済ませて

おくことをおすすめします。 

 蓮田キャンパスは敷地内大変緑が豊かで

す。学内ガーデンには様々なハーブをはじ

め、花や木々が植栽されています。学内を

散策して息抜きしてみてはいかがでしょう

か。 

 

◆「心理検査法実習Ⅰ・Ⅱ」受講希望の方へ◆ 

 現在精神的な問題で、医療機関や心理相

談機関等にて加療中の学生は、心理検査

が病状に影響することもあるので、標記の

心理検査実習を受けても良いかどうかを主

治医もしくは担当セラピストに確認し、必ず

了解を取ってから受講してください。了解が

取れなかった場合は、履修登録および受講

申請しないでください。なお、受講された場

合でも、実習の状況を見て、それ以降の本

実習受講の中止を勧める場合があります。 

スクーリング、科目修了試験等で本学へお越しの方へ 

 この時期は教室内と外との温度の差が

大きくなりますので、調節しやすい服装を

おすすめします。女性の方は薄手の上着

があると膝掛け代わりにもなるので、便利

かもしれません。 

 なお、本学では昨年に引き続き今年も

夏の電力不足に伴う節電のため、空調温

度の28℃設定、照明の間引き、エレベー

ターの利用制限など実施しております。皆

様のご理解とご協力をお願い致します。 

 また、慣れない環境での緊張や暑さなど

で体調を崩される方が時々いらっしゃいま

す。無理に我慢せずに、速やかに教員に

相談しましょう。用心のために、スクーリン

グには常備薬や保険証も携帯ください。 

 スクーリングを受講されるみなさんのな

かには宿泊を伴い大きな荷物を持ってス

クーリングに参加される方もおられると思

います。その際、蓮田キャンパス最寄りの

JR蓮田駅はコインロッカーの数が少ない

ので、大きな荷物は同じ宇都宮線のJR大

宮駅または浦和駅（但し浦和駅は湘南新

宿ラインに乗車された場合、通過となるの

で注意）等に預けた方が安心です。 

 また昼食について、本学にはインター

ネットも利用できるPCが設置された、カ

アート・ギャラリー 

今年も節電の夏。 
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本学へお越しの際は必

ず学生証（科目等履修

生は受講証）を携帯し

てください。加えて、ス

クーリング受講の際は

スクーリング受講許可

書を、科目修了試験受

験の際は受験票を忘れ

ずに持参してください。 
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Information 

 平成24年秋季学位授与式は以下の日

程で挙行予定です。卒業対象者には、詳

細を9月上旬の卒業判定結果とともにお送

りします。予めご承知おきください。 

 

【日程】 2012年9月23日(日) 

【時間】 12：30開場、13：00式典開始（予定） 

【場所】 蓮田キャンパス本館2階大教室 

【内容】 式典、祝賀会 

※卒業判定結果とともに出欠確認のはが

きを送付します。 

◆同窓会入会のお知らせ◆ 

 平成16年に発足した人間総合科学大学

同窓会も9年目を迎えました。この会は会

員相互の交流・親睦を図るとともに、母校

の発展に寄与することを目的としています。

対象者は卒業生、在学生を幅広く募りま

す。 

 卒業判定結果とともに詳細をお送り致しま

すので、入会を希望される方は手続きをお

取りください。 

 

 なお、期限までに「卒業延期（自主留年）

希望申請書」の提出がない場合は、9月上

旬に自動的に卒業判定を行います。 

◆留意事項◆ 

1.本申請により1年間（2013年9月まで）の

在学が可能です。 

2.本申請書提出後は、取り消しできません。 

3.本申請書提出後に学費を納入していただ

きます。 

※なお、卒業要件を充足できずに留年する

場合の手続き等は、9月上旬の卒業判定後

に案内します。 

 2012年9月期に卒業要件を満たす予定

の4年生（既に満たしている方も含む）で、9

月に卒業せず10月以降も学修を続けるこ

とを希望する場合は、1年間に限り卒業延

期（自主留年）が認められます。4年次まで

と同様、履修登録の上限は42単位で、学

費は授業料およびスクーリング他諸経費あ

わせて28万円となります。 

 希望者は、7月27日（金）までに「卒業延

期（自主留年）希望申請書」の提出が必要

です。 

 7月20日（金）までに学務課宛に所定用

紙を請求してください。 

今秋卒業予定の方へ 

2012年9月期の卒業を保留される方へ 

 

学位授与式当日は、

本学ホームページに

て式典の模様を生中

継します。 

（上記のいずれかに、氏名・送付先住所・電

話番号等をお知らせ下さい。） 

◆募集学科◆ 

   人間科学部人間科学科(通信課程) 

◆募集時期◆ 

   第1期  7月15日(日)～  8月25日(土) 

   第2期  8月28日(火)～  9月29日(土) 

   第3期10月  2日(火)～10月31日(水) 

 その他詳細は本学オームページをご覧ください。 

 人間科学科では2012年度後期生（10月

入学生）を募集しています。皆様のお知り

合いで、本学に興味をお持ちの方や、一緒

に学びたいという方がいらっしゃいました

ら、ぜひご案内下さい。 

 大学案内・募集要項等の資料はすべて無

料でお届けいたしますので、以下の方法で

ご請求下さい。 

TEL：0120-277-713 FAX：048-749-6110 

E-mail：admin@human.ac.jp 

2012年度 人間科学科 後期生（10月入学）7/15出願受付開始！ 

2012年度後期生7/15出願受付開始！ 



Page 9 2012年夏号 No.102 

9 

Information 

 後期入学の正科生は、振替依頼書で登

録済みの金融機関口座より2012年度分の

学費が以下の通り引き落し（口座振替）さ

れます。7月中に「学費請求のお知らせ」を

発送しますので、内容を確認してください。

内容に誤りがあった場合には、必ず8月6

日（月）までに学務課まで連絡してくださ

い。 

 口座振替の通帳上の表示は「RKS.ニンゲ

ンソウゴ」となります。また、金融機関によっ

て「リソナケッサイサービス」や「クレジット」

等と表示されます。 

 休学等を希望する方は、『学修生活の手

引き』を確認して手続きをしてください。 

 口座振替日に振替できなかった場合に

は、9月10日（月）以降に振込依頼書を送

付しますので、金融機関窓口よりお振り込

み願います（下記口座振替日以外に、振替

を行うことはできません）。 

 4年生で卒業延期となる方の学費につい

ての案内は、別途送付します（下記口座振

替日に、指定口座からの振替はされませ

ん）。 

 

【口座振替対象者】 

後期入学生で口座登録完了者 

【口座振替日】 

2012年8月27日（月） 

【振替金額】 

280,115円（振替手数料115円を含む） 

後期入学生  2012年度  学納金の納入について 

口座振替日は8月27日です。 

期限までに手続きをし

てください。 

た場合、引き落とし後、後日返金となりま

す。 

◆復学◆ 

 2012年9月30日をもって休学期間が満了

となる方で、10月1日より学修を開始する場

合は、自動的に復学となります。書類の提

出は必要ありません。 

※履修科目登録については、2012年度の

『学修生活の手引き』（2012年8月下旬～9

月上旬発送）を確認してください。 

 

【提出の際の注意事項】 

1.書類に記入漏れ、署名・捺印忘れ等が

あった場合、受付できません。 

2.本人、保証人の住所変更届を提出してい

ない場合、「登録事項変更届」（『学修生活

の手引き』巻末様式）の同封が必要です。 

3.所定様式に80円切手と官製はがき(宛名

を明記したもの)を同封すること（承認後、許

可書が送付されます）。 

4.退学手続きを行う場合、『学生証』も添付

すること。 

休学・退学・復学に関する手続きについて（後期入学生） 

 やむを得ない事情で学修が継続できない

場合、休学・退学が認められます。2012年

10月1日から休学もしくは今年度内に退学

を希望する場合は、以下の期限までに所定

用紙の提出が必要です。また、現在休学中

で、新年度より復学する場合の注意事項は

以下の通りです。 

◆休学◆ 

提出書類：「休学願」 『学修生活の手引き』巻末様式2 

提出期限：2012年8月31日（金）必着 

※7月31日（火）までに届いた場合、休学手

数料のみを指定口座から引き落とします。 

※8月1日（水）～8月31日（金）までに届い

た場合、引き落としが実施されますので、

学費より休学手数料を差し引いた金額を後

日返金します。 

◆退学◆ 

提出書類：「退学願」 『学修生活の手引き』巻末様式4 

提出期限：2012年9月28日（金）必着 

※7月31日（火）までに届いた場合、指定口

座からの引き落としを停止します。 

※8月1日（水）～9月28日（金）までに届い
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Graduation research 

卒業研究 

コーディネーター 

岡野幸江先生からの 

ワンポイント・アドバイ

ス 

 卒業研究を読んでいると、調べたことを

そのままにまとめて書いている人がいます

が、それでは意味がありません。実は文章

を書くときに大切なのは、把握力・分析力・

統合力という3つの力であることを意識して

ほしいと思います。 

 まず把握力は、文献などに書かれている

こと、あるいは現実に起きていることなどを

しっかりと読みとったり理解したりする力で

す。まず何が書かれているか、何が起こっ

ているかなど、「事実」をしっかりと捉えら

れる事が前提となるからです。 

 次に分析力です。これはその対象となっ

ている「事実」が、どのような意味や問題を

もっているのか、あるいはその原因は何

か、背景には何があるのかなどを掘り下げ

究明する力です。 

 最後に統合力ですが、これは分析して得

られたことの良し悪しを評価したり位置づけ

たり意味づけたりしてまとめあげていく力で

す。これは自分がどれだけ豊かな知識や

しっかりとした世界観をもっているかに左右

されます。 

 文章を書くときにはこうした力を発揮して

いく必要があります。安易に文献をまとめる

だけでは意味がないということを忘れない

でほしいと思います。 

把握力・分析力・統合力を鍛えよう 

望の旨を記載していただき、以下を同封の

うえ、大学事務局までお送りください。窓口

での購入も可能です。 

・代金分の郵便小為替 

・返信用代金分郵便小為替……￥500 

 （レターパックにて発送いたします。） 

※封筒に朱書きで「製本キット購入希望」と

記載してください。 

卒業研究報告書（最終成果物）製本キットの販売について 
 卒業研究報告書は学生生活の集大成

の証です。大学では、報告書の製本用に

本学のシンボルマークと大学名が表紙に

記載された製本キットを販売しておりま

す。記念にいかがでしょうか。 

卒業研究報告書製本キット1部 ￥1,000 

【購入手順】 

 市販の便箋等に、製本キットの購入希

卒業研究報告書製本キットイメージ 

卒業予定時期 手続きの内容 

2012年9月 

卒業予定者 

【卒業研究報告書の提出期間は7月16日～7月31日<厳守>です】 

 「卒業研究報告書提出承認通知書」が届いた方は、草稿の体裁を整え以下の方法で報告書を提出してください。 

★UHAS@Myキャンパスから提出★ 

 指導教員名＞「卒業研究報告書提出(4年次提出承認済者)」に添付で提出してください。1週間以内に卒業研究係か

ら「受付しました」「再提出してください」等の回答がありますので、必ず確認しましょう。 

★UHAS@Myキャンパス以外での提出★ 

 デジタルデータで提出する方は、表紙や要約・目次と本文とでファイルが別々にならないよう1つのファイルにまとめ

てください。 

 製本で提出する方は右記の通り体裁を整え、1部を郵送してください。 

卒業研究スケジュール 
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卒業研究スケジュール（続き） 

卒業予定時期 手続きの内容 

2012年9月 

卒業予定者 

◆表紙◆                   ◆背表紙◆…タテ書きで記載する 

・「卒業研究報告書」の表記                    ・テーマ（タイトル）、サブタイトル 

・テーマ（タイトル）、サブタイトル                  ⇒本文のタイトルと一致させる 

 ⇒本文のタイトルと一致させる                 ・学籍番号 

・学籍番号                               ・氏名 

・氏名 

・指導教員⇒“先生”等の敬称は不要 

・提出年月⇒「2012年9月」と記載 

 デジタルデータ・製本とも郵送の際は、簡易書留・宅配便等記録の残るもの（第4種郵便・メール便は不可）でお送り

ください。 

 提出に関して、ご不明な点がありましたら卒業研究係までご連絡ください。 

※「提出承認通知書」が届いていない方は、卒業研究報告書を提出する事はできません。また、提出しない場合は、

卒業が延期となりますので十分注意しましょう。 

2013年3月 

卒業予定者 

【研究プランを実行しましょう！】 

 「受付承諾」を得た研究プラン概要書に沿って、研究をスタートしましょう。 

 先行研究（文献）の収集方法や、アンケート等の調査、症例・事例研究に関する留意事項は「卒業研究履修の手引

き」に掲載されていますので、予め確認してください。 

 研究プラン概要書を提出した際、指導教員より倫理審査が必要と判断された方は、必ず倫理審査の承認を得てから

アンケート等を実施してください。承認を得る前に実施することがないようにしましょう（倫理審査申請書は卒業研究係

に請求してください）。 

 また、早い時期に卒業研究の方向性を定めるためにも、指導教員と面接を行なってください。「面接指導申込書」に

なるべく多くの希望日時を記載の上、2週間前までに申し込みましょう。 

 特にスクーリングの機会を利用する場合は、申し込みが殺到しますので、余裕をもって申し込みをしてください。1週

間を切っての申し込みは、回答できないことがあります。予めご了承ください。 

 9月1日～9月15日までは、「進捗状況連絡票」の提出期間になりますので、その時点での研究の進捗等について、

指導教員にお知らせください。 

 また不安や不明な点のある場合は、卒業研究係に電話か、UHAS@Myキャンパス内「卒業研究Q&A」にお問い合わ

せください。 

2013年9月 

卒業予定者 

【予備調査への協力ありがとうございました】 

 多くのみなさんより「研究テーマ予備調査」のご回答をいただき、ありがとうございました。卒業研究の履修がみなさ

んにとってより充実した成果を得られるよう、お寄せいただいたご意見をもとにまとめた「卒業研究よくある質問Q&A

集」を、後日全員にお送りいたします。 

 卒業研究を履修するには進級要件を満たして4年生に進級することが必須です。現在3年生のみなさんは、進級の

ための単位修得に努力されていることと思いますが、余裕があれば卒業研究のテーマ設定について考えを深めてくだ

さい。 

 研究テーマの申請期間は、9月の進級判定後～9月30日までとなります。提出は、郵送またはUHAS@Myキャンパス

の卒業研究内「研究テーマ申請票提出」 のメニューから送信できます。 

★卒業研究に関してのご質問等は、UHAS@Myキャンパス内「卒業研究Q&A」または「卒業研究質問票」を郵送にてお

送りください。 

Graduation research 



◆図書館休館日◆ 

 左記休校日に加え、以下の通り休館します。 

7月8日（日） 

8月26日（日） 

8月30日（木）～9月10日（月） 蔵書点検 

9月16日（日） 

9月17日（月） 

9月30日（日） 

 ご利用の際はご注意ください。休校日は変更にな

る場合があります。最新の情報は本学ホームペー

ジ（http://www.human.ac.jp/）でご確認ください。 

 定休日の他に以下の日程で休校します。 

◆蓮田キャンパス休校日◆ 月曜定休 

7月16日（月） 海の日 

9月22日（土） 秋分の日 

◆東京サテライト◆ 月・木曜定休 

9月17日（月） 敬老の日 

9月22日（土） 秋分の日 

9月23日（日） 学位授与式 

 

 

大学とのコミュニケーション 

キャンパス休校日のお知らせ 蓮田は（月）、東京は（月）（木）が定休日です。 

 

図や写真の説明を記入します。 
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各種申請・提出期間

や締切等は『学修生

活の手引き（別冊）』で

必ず確認してくださ

い。 

12 

Communication 

◆窓口対応時間◆ 

【蓮田キャンパス】 

通常（火～日）     9:00-17:00 

科目修了試験日   9:00-18:30 

スクーリング開講日 8:30-18:30 

※スクーリング最終日（木・日）は17:30迄 

※月曜日、祝日は休校です。 

【東京サテライト】 

通常（火・水・金～日）   12:00-17:30 

科目修了試験日       9:00-17:30 

スクーリング開講日    8:30-18:30 

※スクーリング最終日（木・日）は17:30迄 

※月曜日、木曜日、祝日は休校です。 

 

◆電話・FAXによる問い合わせ◆ 

【蓮田キャンパス】 

TEL : 048-749-6885 

FAX : 048-749-6110 

【東京サテライト】 

TEL : 03-5298-8111 

 電話受付時間は窓口対応時間と同じで

す。FAXは24時間受け付けています。お問

い合わせの際は次の事項を厳守してくださ

い。 

・やむを得ない場合を除き、必ず学生本人 

 が連絡してきてください。 

・電話の際、最初に「学籍番号」と「氏名」を 

 告げてから用件を話してください。また、 

 用件は簡潔にお願いします。 

 

◆図書館・パソコン教室の利用◆ 

！注意！ 月曜日は利用できません。 

【図書館開館時間】 

通常（火～日）          10:30-17:30 

スクーリング実施日等     10:30-18:30 

スクーリング最終日       10:30-17:30 

スクーリング等のない土曜等 10:30-16:30 

 図書館利用にあたっては、『学修生活の

手引き』を参照してください。 

【パソコン教室開放時間】 

通常（火～日） 9:00-17:00 

スクーリング実施日等 9:00-18:30 

 パソコン教室は、行事と授業の関係で利

用が制限されることがあります。また、パソ

コン教室の利用にあたっては、『学修生活

の手引き』を参照してください。 
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右表の他、水・金曜日

が学内勤務日となっ

ている場合もあり、先

生と相談の上、都合

が合えば、右表以外

の日時で面談を行

なっても結構です。 
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Communication 

オフィスアワー予定表 7月16日～10月15日 

◆FAX◆ 

面談予約票に記入し、学務課までFAX送信

（048-749-6110）。 

※卒業研究指導の場合はFAX不可。 

※複数の候補日を記入してください。対面 

  ではなく電話相談の場合も同様の方法で 

  予約してください。 

面談予約方法 －面談申込は遅くとも７日前必着。電話での申込は受付けられません。 

◆UHAS@Myキャンパス◆ 

 UHAS@Myキャンパス「卒業研究Q&A」

のコーナーより送信。『オフィスアワー面

談希望』と記載してください。 

◆郵送◆ 

 面談予約票（『学修生活の手引き』巻末

の「様式17」）に記入し、学務課まで郵送

（返信用15円切手を同封）。 

 

教員名 日時 

久住武先生 第1・3金・土曜日 10：00～16：00 

大東俊一先生 土曜日 10：00～12：00 

岡野幸江先生 金・土曜日 10：00～16：00 

鍵谷方子先生 土曜日 10：00～16：00 

小岩信義先生 第1・3土曜日 10：00～16：00 

近藤昊先生 
第2土曜日 10：00～16：00 

第4土曜日 10：00～12：00 

島田凉子先生 土曜日 10：30～16：00 

庄子和夫先生 土曜日 10：00～12：00 

鈴木はる江先生 土曜日 10：00～16：00 

田村美由紀先生 火～金曜日 10：00～16：00 

中野博子先生 土曜日 10：00～16：00 

中山和久先生 土曜日 10：00～16：00 

村上香奈先生 土曜日 10：00～16：00 

矢吹弘子先生 木曜日 14：00～16：00 

吉田浩子先生 火曜日 10：00～16：00 



〒339-8539 

埼玉県さいたま市岩槻区馬込1288 

電話 : 048（749）6885（月曜・祝日除く9：00-17：00） 

FAX : 048（749）6110 

E-mail : records@human.ac.jp 

『在学生の声』をお寄せください！ 

 郵送・FAX・E-mailにて投稿を受け付けています。内容・用紙・形式

は問いませんが、200字程度で「華蓮だより」編集担当宛てにお願

いします。 

※事務局で掲載の判断と若干の手直しをする場合があります。 

人間総合科学大学通信 

 

 

『華蓮だより』2012年夏号 

2012年7月1日発行 

通巻第102号 

 

発行／学校法人早稲田医療学園 

     人間総合科学大学事務局 

図や写真の説明を記入します。 

華蓮だより 

ホームページもご覧ください。 
http://www.human.ac.jp/ 

次号は10月発行予定 

本学は平成20年度（財）日本高等教育評

価機構による第三者評価の結果、大学評

価基準を満たしていると認定されました。 


