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新年あけましておめでとうございます。 

新たな1年、2013年の始まりです。 

心を新たに今春卒業予定、また進級される皆さんも集中して学修

に取り組みましょう。学修を進めていく上で不安や相談がある時

は遠慮なく相談してください。 
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明日を力強く生きるためには 

 新年、あけましておめでとうござい

ます。 

 「今年はどんな年になるのだろう

か」と新年の暦をめくってみました。 

 平成25年は「葵巳」の年ですが、

中国の文献によると「葵」という字は

水気の陰で、草木が育つ土から芽

吹く一瞬前の状態を表しているそう

です。種子のなかに育んだ生命（い

のち）が充実し、いつ芽を出すべき

か「今か、今か」と見定めて「揆
はか

って」

いる、まさにこれから芽を出そうと心

も体も待ち構えている様を意味して

います。 

 今年は、学校法人早稲田医療学

園が60周年を迎えます。 

 早稲田医療学園の出発点は、昭

和28（1953）年に創立した東京カイ

ロプラクティック学院です。東洋医療

である鍼灸学を学ぶ専門学校として

出発し、今日まで「心身一如」といっ

た東洋医学の思想とともに、人間総

合科学大学の底流にも流れる「人間

の健康と幸福を支援する人材を育

成する」ことを教育理念としてきまし

た。 

 その60年にわたる足跡を省みると

き、私たちの学園を巣立っていった

数多くの卒業生の方々の面影がよ

ぎるとともに、この60年間の（医療に

限らず）日本のあり様が、学園の歩

んだ歴史とともに感じられます。 

 そして、昨年を振り返ってみると、

世間では、さらに経済状態が後退し

日本を取り巻く世界情勢も穏やかな

い…などあまり明るい話題は思い浮

かびません。今年は、大いなる節目

であり、「葵」の意味する新たな芽吹

きを、新たな展望と視座のもとに転

換する時期なのかもしれません。 

 本学の建学の精神には「21世紀を

力強く生きるためには、新しい展望

と視座に立って一人一人がしっかり

とした価値観を持ち、未来を切り拓く

自己決定能力と勇気を持たなけれ

ばならない」という言葉が記されてい

ます。私たちの祖先は、数百万年前

に自らの意志を持って地上に降り立 

理事長・学長 久住眞理 
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鍵谷方子 先生 

 あけましておめでとうございます。皆

さんは全国各地でそれぞれ気持ち新

たに新年を迎えておられることと思い

ます。一年の計は元旦にあり。多くの

方が明確にあるいは漠然とでも今年

の抱負をイメージされていると思いま

す。私の抱負は第一には皆さんの学

びをしっかり力強く支えていくことで

す。それから本学の心身健康科学とい

う学問領域に少しでも貢献していくこ

と、中でも特に女性の心身健康につい

ての基礎研究を進めたいと考えていま

す。 

 私の研究テーマは「ストレスが女性

ホルモンに及ぼす影響」です。思い返

すと、これまで華蓮だよりのメッセージ

にはいつも「女性ホルモン」について書

いてきました。今回、以前のものを読

み返してみたところ、各時期の研究の

苦労と喜びが蘇ってきました。その

時々は暗中模索と悩みの連続がほと

んどで、喜びはごくたまになのですが、

こうして長い目で振り返ると、本当に僅

かずつですがちゃんと進んでいるよう

に思えます。そしてそれが新しい疑問

や興味へ繋がっています。少し研究に

ついて書いてみます。 

 女性の心身の健康には女性ホルモ

ンが大きな影響を及ぼします。よく知ら

れているように女性ホルモンは卵巣か

ら分泌されて生殖機能に重要な働きを

持ちますが、それだけではなく血管をし

なやかにしたり皮膚を瑞々しくするなど

身体の様々な機能の維持に役立って

います。最近では記憶などの認知機能

の維持や不安関連行動の抑制など、

脳の働きにも関係していることがわ

かってきています。 

 女性ホルモンを分泌する卵巣には交

感神経が分布していますが、最近まで

その働きはあまり調べられていません

でした。きっと何か重要な働きをしてい

ると着目した私たちの予想どおりに、卵

巣交感神経が女性ホルモンの1つであ

るエストロゲン分泌を調節していること

を突き止めました。昨年はこの交感神

経がどのようなときに働くのか知りた

く、ストレス時の活動を調べたところ、ス

トレス時には卵巣交感神経活動が高ま

り、卵巣からのエストロゲン分泌が著し

く低下することが分かりました。ストレス

にうまく対処して心身の状態を健やか

に保ちたいものです。 

 ところで、更年期以降は女性ホルモン

が無くなってしまうと思っている人も多

いのではないでしょうか。しかし腎臓近

くの副腎皮質から分泌されるDHEAとい

うホルモンが脂肪組織などで酵素の働

きによりエストロゲンに変換されている

ことが知られています。歳をとってから

も少量のエストロゲンが血液中に存在

し続け女性の心身健康に役立っている

新年にあたって 

かぎたに ふさこ 

「人間科学概論」「心

身健康科学概論」「人

間科学論」「ストレスと

健康」「女性のからだ

と健康」「基礎から学

ぶいのちの科学」「プ

レゼンテーション論」

担当 

ち、グレートジャーニーを歩んできた人

間です。今を生きる皆さんが、人類が

脈々と受け継いできた、自身の内にあ

る本当の自尊心を思い出し、勇気と謙

虚さを持って明日という道の扉を開い

ていってほしいと願っています。「学び

は迷いを半ばとし、喜びを倍にする」と

いう言葉が示すように、学びを通して、

自分の足で立ち、しっかりといのちの根

をはり、自らの価値観のもと、前向きに

生きる気概と意志をもって、本学ととも

に、よりよい明日を切り拓いてほしいと

思います。 

くすみ まり 

学校法人早稲田医療

学園理事長、人間総

合科学大学学長、「心

身健康科学概論」担

当 



2013年冬号 No.104 

3 

Page 3 

Message 

中山和久 先生 

なかやま かずひさ 

「宗教人類学」「日本

仏教の世界」「日本文

化論」「東洋文化論」

担当 

 今回は日本文化の視点からお正月

の心身健康について考えてみたいと思

います。 

 お正月といえば、現在では厳寒の中

に迎えるものとなってしまいましたが、

明治6（1873）年以前は、ほのかに春

を感じさせる嬉しい季節に迎えていまし

た。日本の伝統文化を大切にする人の

中には、現在でも旧暦で祝う人がいます。 

 平成25年は2月10日が元日となりま

す。立春の後になりますから、梅に鶯

（春告鳥）の季節です。旧暦の一月が

「孟春」や「早緑月」と呼ばれるのも納

得です。この頃ですと、年賀状の「頌

春」や「新春」も、まことに時宜にかなっ

た「言祝ぎ（寿ぎ）」となります。 

 人からお目出度い言葉をかけられま

すと、人間はなんとはなしに心が温かく

なるものです。心に喜びが生じると体に

様々な良い事が生まれることは、本学

の心身健康科学をはじめ免疫学など

の教科書にも書いてあります。お正月

の伝統行事には、そのような心身を喜

ばせる知恵が満載されています。 

 歳神の依代である「門松」は松も竹も

常緑樹で長寿も意味し、米＝穀霊を搗

き固めて活力を凝縮した「鏡餅」は橙も

添えて子孫繁栄を象徴するなど、いず

れも非常に縁起の良いものです。お雑

煮やお節料理、七草粥、お汁粉なども

語呂合わせや縁起担ぎによる言祝ぎ

が満載ですが、こちらは栄養価の面か

らも古人の知恵を検証できると思いま

す。 

 また、初詣でや初売り、書初め、初山

入りなど「初」の行事に参加すると、心

機一転、清々しい気分になったり、晴れ

やかな興奮を感じたり、ワクワクした楽

しさを覚えたりすることができます。特

に元旦は、旧暦では新月の漆黒の闇が

明ける初日の出を意味します。そのコ

ントラストは実に感動的な美しさで、日

本人なら思わず合掌して頭を垂れてし

まいます。なお、小正月は一年で最初

の満月を祝う行事です。日と月を大切

にすることで、充実した月日を送ること

を心に期したのだと思います。 

 寝正月も楽しみながら体の休息を充

分にとることで一年の疲れを癒し、お節

料理などで心身への栄養を充分に摂取

して、様々な伝統行事も楽しみつつ、来

たる一年に向けて幸先の良いスタート

を切る。こうした一連の営みは、昔の

人々の一年に一度の「人間ドック」と言

えるかもしれません。 

 東洋医学発祥の地である中国では現

在も旧暦でお正月をお祝いしていま

す。それが「春節」と呼ばれる行事で

す。暖かさを迎える季節に公休が7連

休もあるのですから、大いに心身がリフ

レッシュされることでしょう。心身の豊か

さにおいては、日本はまだまだ発展途

上国です。中国文化も見習いながら心

身健康科学を追究していきましょう。 

お正月の心身健康文化 

と考えられます。今、DHEA分泌、自律

神経との関わり、ストレス時の変化など

にも興味をもっており、研究を進めてい

けたら、と思っています。 

 皆さんの本学における学修の進捗も

決して順調な人ばかりではないでしょ

う。それでも少しずつ取り組むことで知

らず知らずのうちに何かが進んでいて

人生が豊かになっていると信じて楽し

みながら進められるといいですね。

2013年が皆さんにとって素晴らしい年

となるようお祈りします。 
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2012年度後期生出願受付中！ 

なかの ひろこ 

「発達心理学」「青年

期心理学」「カウンセリ

ング論」「教育心理学

（学習と発達）」「人間

理解へのアプローチ」

「教職総合演習」担当 

中野博子 先生 

 新年とともに歳を重ねる旧来の習慣

からいうと、また1つ歳を重ねて今年が

始まりました。 

 年齢を重ねるに従い、自分もついこ

の間まで想像もしなかったくらいに身

体の変化（老化）を体験し、また新年

早々ではありますが、親しくしていた友

人を見送る体験をしました。他人事で

はない自分の実感として年齢を重ねる

意味を考えるこの頃です。 

 担当科目の発達心理学の授業では

年齢を重ねることについて、よく落語

の「ご隠居さん」の役割や、年齢を重

ねてから活躍した画家を例に出しま

す。ご隠居さんはたいてい市井のお年

寄りで、特別な地位を持った人ではあ

りませんが、「てーへんだ、てーへん

だ！」とあわてふためく若者を前に、自

分の経験に基づいてあわてず騒がず

的確な解決の方向性を提示してくれる

ことが殆どです。ご隠居さんは人生経

験の積み重ねによって、若者には持て

なかった視点を持っているために動じ

ないでいられるのですね。 

 また、90歳を過ぎてなお精力的に活

躍した画家三好節子には、作品を通じ

て年齢を重ねることの意味を教わるよ

うに思います。60歳を過ぎてからヨー

ロッパに渡り、赤い屋根連なる風景を

何度も描いていますが、ここで用いら

れる赤はその年代とともに微妙に変化

しています。三好の絵は大きいキャン

バスに絵の具を何度も塗り重ね、非常

に力強い印象を与え、パワーを与えて

くれるとよく評価されています。しかし

本人はそういう褒め言葉をもらうより、

成熟によってもたらされた自分の絵の

変化を見てほしいと思っていたようで

す。技術的な進歩ももちろんですが、

この年齢にならないと出せない色とい

うものがあるとしたら、なんと素敵なこと

でしょう。そういう境地になれたらいいな

と思います。 

 そんなことを思っているときに、憲政

の神様と呼ばれた政治家、尾崎行雄

75歳（1933年）の時の言葉に出合いま

した。少し長くなりますが紹介します。

「人間は、歳を重ねれば重ねるほど、そ

の前途がまずます多望なるべき筈のも

のだというのが、私の最近の人生観で

ある。人間にとっては、知識と経験ほど

貴いものはないが、この二つのものは

年毎に増加し、死の直前が二つ共最も

多量に蓄積された時期である。ゆえに

適当にこれを利用すれば、人間は、死

ぬ前が最も偉大な事業、または思想を

起こし得べき時期であるに相違ない。」 

 この言葉はこの時代としてはすでに

かなり高齢になり、病床で書いたといわ

れていますが、尾崎自身はこの後、95

歳まで生きたということです。人生の途

上で予期しない病に倒れ、このような実

感を持つことなしに尽きる人も少なから

ず存在すると思います。私の未来もわ

からない。それでも、それまでの人生の

中で体験した喜びも悲しみも学んでき

たことも経験値として自分の中で熟成さ

せていきたいと思います。そのために

は漫然とではなく、自分自身の意思の

力、継続的な努力が必要でしょう。加齢

に伴う身体能力の衰えには抗えないで

すが、4人に1人が65歳以上のわが国

において、知識や経験に裏打ちされた

知恵を持って、こころ暖かい豊かな人

生を送ることをこれからの目標にしてい

きたいものです。 

 新たな年を迎え、この1年が皆様に

「よりよく生きる」ための一歩となること

を願っております！ 

歳を重ねつつ 
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 12月8日（土）に第

25回（2012年度第2

回）生涯学習特別講

義が蓮田キャンパス

大教室にて開催され

ました。今回は「健

康科学と最新医療」

の第1弾です。テー

マは糖尿病。特別講

師に、順天堂大学大

学院スポートロジー

センターセンター長

河盛隆造教授を迎

え、健康が見える～knowledge for well-

being（よりよく生きるための知恵）というコ

ンセプトのもと 河盛先生が「糖尿病の最新

治療を巡って－“糖のながれ”からから糖尿

病を考える」として最先端の治療現場を分

かりやすく話され、本学の教員では鈴木盛

夫先生が「日常生活

に与える糖尿病の影

響」、白石弘美先生

が「糖尿病の食事療

法－継続できる方法

をめざして－」、秋山

純和先生が「からだを

動かす効果と自分で

見つける運動」、最後

にコーディネーターで

ある私がまとめて「糖

尿病と上手に付き合

うために」という講義

をおこないました。 

 パ ネ ル ディ ス カ ッ

ションは午前の部と

午後の部にわけてお

こないましたが、病気

の話なのでフロアーからは自己や家族に関

わるような多くの質問もあり、有意義な時間

を過ごすことができました。 

（橋詰直孝 記） 

第25回（2012年度第2回）生涯学習特別講義『健康科学と

最新医療（1）「糖尿病」』を蓮田キャンパスで開催しました 

 

生涯学習特別講義の

詳細は本学ホーム

ページ（http://

www.human.ac.jp/）

でご確認ください。 

 

【購読申し込み】 

▼代引決済による方法▼ 

代金と引き換えにお届けします(通常、佐川

急便を利用します)。本学ホームページから

申込書をダウンロードして所定欄に必要事項

を記入し、FAXまたは郵送にて本学事務局宛

てお送りください。送料は全国一律450円。

ほかに代引手数料315円がかかります。 

▼郵便為替による方法▼ 

本学ホームページから申込用紙をダウン

ロードの上、記入し郵便為替1,400円分、郵

便切手270円分と申込用紙を送付ください。

申込用紙が届き次第、郵便にて送付いたし

ます。  

第26回（2012年度第3回）生涯学習特別講義を 

3月16日（土）蓮田キャンパスで開催予定 

◆テーマ◆ 

Knowledge for well-being よりよく生きるための知恵

健康を支える生活リズム 

 講演内容および担当講師等につきまして

は、詳細決定次第ホームページおよび

UHAS@Myキャンパスにてお知らせします。 

 

◆HAS（Human Arts and Sciences）発刊中◆ 

 HAS（Human Arts and Sciences）は、本学

の生涯学習特別講義の講演録をまとめたも

ので、本学の最先端領域をピックアップした

学術雑誌です。現在第12号まで発刊中で

す。 

河盛隆造 先生 

鈴木盛夫 先生 

白石弘美 先生 

秋山純和 先生 

橋詰直孝 先生 



Page 6 華蓮だより 

6 

Information 

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。 

 平成25年春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2月下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】 平成25年3月10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。 

 

 大学評価・学位授与機構へ学士を申請さ

れる際に必要な書類について、大学評価・

学位授与機構は締切厳守ですので、本学

への発行願は余裕を持ってご提出くださ

い。 

◆平成25年3月卒業予定者の卒業証明書

は3月10日（日）以降の発行となります。 

◆4月期に申請される場合には、3月25日  

（月）必着で証明書発行願をご提出くださ  

い。 

◆証明書発行願に「学士4月期申請のた  

め」と使用目的を明記してください。 

今春卒業予定の方へ             4月期に大学評価・学位授与 

                                            機構へ学士を申請される方へ 

 

 

続は半期毎の更新となります）。 

 希望者は別途必要書類をご案内いたしま

すので、学務課へご請求ください。 

 なお、看護教員、養護教諭各コースを新た

にご希望の方は学務課へご相談ください。 

 また、卒業要件を充足出来ず留年（卒業

延期）となる場合の手続き等は、2月下旬の

卒業判定会議後に案内いたします。 

 平成25年3月期卒業後も本学での学修を

継続することをご希望の場合は、科目等履

修生としてご登録いただき、ご希望の科目

（一部の科目を除く）を履修していただくこと

が可能です。 

 平成25年4月より科目等履修生としてご

登録いただく場合は、検定料（10,000円）と

登録料（30,000円）を、継続登録料（5,000

円）をもって免除とさせていただきます（継

平成25年3月期卒業後、学修の継続をご希望の方へ 

【後期入学生の方】 

前期分学費納入日 

       平成25年8月27日（火）（予定） 

納入金額 140,000円 

後期分学費納入日 

       平成26年2月27日（木）（予定） 

納入金額 140,000円 

 

※自動口座振替にてご納入の場合、振替

手数料（115円）が別途必要となります。 

※納入日の約1カ月前に、郵送にて「学費

請求のお知らせ」をご案内いたします。 

 半期（6ヶ月）セメスター制度移行にともな

い、平成25年度より授業料は半期ごと年2

回の納入となります。平成25年度の納入ス

ケジュールに関しましては以下をご参照く

ださい。 

【前期入学生の方】 

前期分学費納入日 

       平成25年2月27日（水）（予定） 

納入金額 140,000円 

後期分学費納入日 

       平成25年8月27日（火）（予定） 

納入金額 140,000円 

平成25年度より、学費は半期ごとの納入となります 
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Information 

 前期入学の正科生は、振替依頼書で登

録済みの金融機関口座より平成25年度前

期分の学費が以下の通り引き落し（口座振

替）されます。2月上旬に「学費請求のお知

らせ」を郵送にてご案内しますので、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2月13日（水）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、3月11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

みください（別日に口座振替を行うことはで

きません）。 

【口座振替対象者】 

前期入学生で口座登録完了者 

【口座振替日】 

平成25年2月27日（水）予定 

【振替金額】 

140,115円（振替手数料115円を含む） 

前期入学生  平成25年度前期分  学費の納入について 

 

期限までに手続きをし

てください。 

いた場合、引き落とし後、後日返金となりま

す。 

◆復学◆ 

 平成25年3月31日をもって休学期間が満

了となる方で、4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、3月上旬に

UHAS@Myキャンパスにてご案内いたします

ので、ご確認ください。 

 

【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、受け付けできません。 

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』も同封

すること。 

休学・退学・復学に関する手続きについて（前期入学生） 
 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。平成25

年4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：平成25年3月1日（金）必着 

※2月13日（水）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。 

※2月14日（木）～3月1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：平成25年3月29日（金）必着 

※2月13日（水）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。 

※2月14日（木）～3月29日（金）までに届
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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 

 昨年は、iPS細胞を開発した京大の山中伸

弥教授がノーベル医学生理学賞を受賞し、

話題を呼びました。いろいろな組織になれる

「万能細胞」であるiPS細胞の開発は、これま

で治療不可能と考えられていた難病に対して

も治療法の研究や創薬のための研究に、大

きな可能性を開いたものとして、画期的な意

義をもつものだからです。 

 しかし、この研究でも山中教授は、一時期

壁にぶつかり、毎日ネズミのゲージ交換ばか

りしている自分を情けなく思ったこともあった

そうです。また、ES細胞（胚性幹細胞）中で働

く体細胞を万能化する遺伝子を24個まで絞っ

たものの特定できずにいたとき、当時、研究室

に入って来た大学院生（現京大講師高橋和利

氏）の提案によっていとも単純な方法で4遺伝

子を見つけ出すことができたともいいます。 

 山中教授は受賞に際し「人生の目標は、iPS

の技術をベッドサイドに届け、多くの患者を救

うこと」と記者会見で語っています。研究とは、

おそらくこうしたいくつもの壁に必ずぶつかっ

ていくものですが、それを乗り越えさせるの

は、周囲の人々の支えや助けであり、誰かを

助けたい、救いたいという自身の熱い思いな

のだと思います。 

壁を乗り越えるには 

提出はUHAS@Myキャンパスが便利です。 

日   時 ： 3月9日（土）13：00～16：30※予定 

場   所 ： 東京サテライト（御茶ノ水）  

発表時間 ： 1人15分程度（質疑応答時間含） 

申込方法 ： 3月5日 （火） までに、ホームペー

ジまたはUHAS@Myキャンパス内「卒業研究

Q&A」に必要事項を記載するか、電話048-

749-6885（9:00～17:00）でお申込みくださ

い。 

卒業研究発表会聴講のご案内 
 2012年9月卒業生および2013年3月卒業

予定者の、卒業研究発表会（口頭発表）を以

下のスケジュールで開催いたします。無料で

聴講できますので、後輩のみなさんもぜひご

参加いただき、これから卒業研究に取り組む

上での参考にしていただければと思います。 

 聴講希望の場合はお申込みが必要です。

ご家族・ご友人も同伴できますので、学籍番

号と氏名・人数をお知らせください。 

 2013年度（2014年3月卒業予定者）より、卒業研

究は半期ごとに、前半の『卒業研究Ⅰ』と後半の『卒

業研究Ⅱ』に分けて履修することになります。一部提

出期間が変更になっていますので、お手持ちの「卒

業研究履修の手引き」「卒業研究履修の手引き（追

加・変更版）」で再度ご確認ください。 

 

《ポイント》 

◆『卒業研究Ⅰ』では、提出期間内に「研究プラン概要

書（ヒアリングシート）」と「進捗状況連絡票」の両方を指

導教員に提出することによって、テキスト履修に相当する4単位が修得となり、『卒業研究Ⅱ』に進みます。 

◆『卒業研究Ⅱ』で「草稿」を提出するには、研究プラン概要書が「受付承諾」されていることが条件になりま

す。「卒業研究報告書」を提出するには、指導教員から「提出承認通知書」を得る必要があります。 

◆スクーリング履修に相当する『卒業研究Ⅱ』の4単位は、面接指導を受け、かつ「卒業研究報告書」を提出

し合格する事で修得となります。なお、面接指導は、『卒業研究Ⅰ・Ⅱ』の履修中いずれの時期に受けても結

構です。 

セメスター制移行による卒業研究履修の変更について 

提出物 スケジュール 

テーマ申請票 

 

変更なし 

研究プラン概要書 変更なし 

進捗状況連絡票 

★提出時期が変更されます 

前期生 ： 7月1日～7月31日 

後期生 ： 1月1日～1月31日 

草稿（1回目） 変更なし 

 提出承認 変更なし 

卒業研究報告書 変更なし 

卒
業
研
究 

卒
業
研
究 

Ⅰ 

Ⅱ 
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卒業研究スケジュール 

卒業予定時期 手続きの内容 

2013年3月 

卒業予定者 

【卒業研究報告書の提出期間は1月16日～1月31日<厳守>です！】 

★卒業研究報告書の提出方法★ 

 指導教員より提出承認通知書が届いた方は、期間になりましたらUHAS@Myマイキャンパス内「卒業研究報告書提

出（4年次提出承認済者）」から添付で提出してください。 

 詳しくは、「卒業研究報告書 提出承認通知書」に同封される “提出要領” をご確認ください。なお、UHAS@Myキャ

ンパスから提出できない場合は、以下のいずれかの方法で提出してください。 

  ・ データ（CD-R）を1部郵送 

  ・ 手書きの場合やデータで提出できない場合は、従来通り製本を1部郵送 

※「提出承認通知書」が、万一届かない場合は、必ずお問い合わせください。 

※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9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、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。特に、調査・症例・事例研究では倫理的配慮が必須です。必ず準備段階か

ら指導教員に相談し、勝手に実施することがないようにしましょう。 

 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。UHAS@Myキャンパス

「面接指導申込」欄から、2週間前までに申し込みましょう（面接希望の時間は10:00～17:00の間に設定してくださ

い）。 

 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、余裕をもって提出してください。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ので、予めご了承ください。 

【進捗状況を連絡しましょう！】 

 3月1日～3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み具合につい

て、指導教員にお知らせください。 

2014年3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】 

 「予備調査」のご回答をいただき、ありがとうございました。後日、皆様から多く寄せられた質問や疑問点をまとめた

「よくある質問Q＆A集」をお送りいたします。 

 卒業研究を履修するには進級要件を満たして4年次に進級することが必須です。現在3年次の皆さんは、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。 

【研究テーマ申請票を提出しましょう】 

 3月の進級判定で4年次に進級が決定したかたは、3月31日までに「研究テーマ申請票」を提出します。UHAS@My

キャンパス “卒業研究” 内「研究テーマ申請票提出（4年次進級決定者）」 のメニューから送信できます。郵送の場合

は、卒業研究履修の手引き巻末の「研究テーマ申請票」（様式3）に記載のうえ郵送してください。 

★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 



◆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 

※月曜日は原則休校です。 

【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、木曜日は原則休校です。 

 その他休校日については、以下の『キャ

ンパス休校日のお知らせ』で確認してくだ

さい。 

 

◆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、休館日を除く） 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。 

 3月20日（水） 春分の日 

◆図書館休館日◆ 

 休校日に加え、以下の通り休館します。 

 1月 6日（日） 

 2月10日（日）、17日（日）、24日（日） 

 3月 3日（日）、17日（日）、24日（日）、31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 

12月28日（金）～ 1月 4日（金） 年末年始 

  1月14日（月） 成人の日 

 2月11日（月） 建国記念日 

 3月20日（水） 春分の日 

◆東京サテライト◆ 月・木曜定休 

12月28日（金）～ 1月 4日（金） 年末年始 

 1月14日（月） 成人の日 

 2月11日（月） 建国記念日 

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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オフィスアワー予定表 1月16日～4月15日 

書」）に記入し、学務課まで郵送（返信用15

円切手を同封）。 

◆FAX◆ 

様式17「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2週間前必着。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「各種様式ダウン

ロード」内「17 オフィスアワー用面談予約

票」にて様式をダウンロードし、必要事項

を入力の上、「卒業研究Q&A」より送信。

卒業研究指導の場合は「卒業研究（指導

教員）」内「面接指導申込」。 

◆郵送◆ 

 様式17「面談予約票」（卒業研究指導の

場合は様式15「卒業研究面接指導申込
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右表の予定は、教員

の都合により変更とな

る場合がありますの

で、予めご了承下さ

い。この他、水・金曜

日で学内勤務日となっ

ている場合は、先生と

相談の上、面談を行う

ことも可能です。 
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教  員  名 
日  時 

（祝日等で休校の場合は除く） 

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 

久住武 先生 第1・3金・土曜日 10：00～16：00 

小岩信義 先生 第1・3土曜日 10：00～16：00（3月末まで） 

近藤昊 先生 第2・4土曜日 10：00～16：00 

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 

大東俊一 先生 土曜日 10：00～12：00 

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 水～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 

Communication 



〒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 

 お申込み及び詳細は下記、本学ホー

ムページをご覧ください。 

http://www.human.ac. jp/kifukin/

index.html 

 人々の健康と幸福に寄与できる人材を

育成し、医療・保健・健康・福祉分野に貢

献する本学園の教育理念にご賛同頂け

る方々に寄付金をお願いしております。 

 本学園は、全学的な経費の削減や公

的資金の活用など懸命の努力を続けて

おりますが、なお多くの方々からご支援

を賜り、さらなる資金を必要としておりま

す。ぜひとも、皆様からのご協力を賜りま

すよう心よりお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

寄付金のお願い 
－社会に貢献できる保健医療人を輩出し続けるために－ 

『華蓮だより』2013年冬号 

2013年1月1日発行 

通巻第104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/ 

 

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。 


