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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6日（土）までです。 
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Karen 

ご隠居「学びて時にこれを習う」を語る 

八っぁん：ところでご隠居、困ったも

んだよ。「学習しなさい」とか言われ

ても、どうしたらいいんだか。 

ご隠居：うむ、そうだな。「学習」とい

う言葉があるな。あたりまえのように

使っているが、まあなんだな、これ

は、とても由緒ある古い言葉だね。

孔子の言行録というのかね、あの

『論語』の冒頭に出てくるので有名だ

ね（学而第一）。 

 

子いわく、学びて時にこれを習う、ま

た説（よろこ）ばしからずや 

朋（とも）あり、遠方より来る、また楽

しからずや 

人知らずして愠（うら）みず、また君

子ならずや 

 

 一段目は自分のこと、二段目はと

もに学ぶ友のこと、そして三段目は

個人の自立のことを言っているんだ

な。 

八っぁん：へええ。「『学』びて、ときに

これを『習』う」で『学習』か。うまくで

きてるもんだね。てことは、「学ぶ」の

は今まで知らなかったことを知ること

で、「習う」のはそれをときどき思い

出して、じっさいの世の中でつかっ

てみて「ほう、なるほど・・・いいじゃ

ねえか。役に立つってもんだ」なんて

実感したりするのは、とってもうれし

い、ってことなんですね。なるほど、

ホントにそうだ。 

ご隠居：そうなんだよ。知識とその応

用ってことだな。しかもな、近くじゃな

くても、同じように学習をやってる友

だちは、けっこういるもんだぁ。そん

な友だちとスクーリングなんかで久し

ぶりに会ったら、いろいろお喋りして

楽しくてたまらないね。 

八っぁん：ご隠居さんとあっしみたい

なもんかね。まあ、たまにならいい

ね。いつも小言を言われちゃあ、か

なわないからね。 

ご隠居：あんたのことも、近くにいる

他人はなかなか分かっちゃくれない

けどね。いいんだよそれで。私は分

かってるからね。まあ、むっとしない

丸井英二 先生 
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Message 

吉田浩子 先生 

 この春、初めて卒業研究を担当さ

せて頂いた学生さんたちが無事に

卒業されました。それぞれにお忙し

い中、ご自身の問題意識に従って

学修を進め、着実に卒業研究の完

成に向けて作業を進められるそのご

努力と熱意に心から敬意を表すると

ともに、こちらもたくさんの学びを頂

きました。それぞれの問題意識を本

学で学ばれている心身健康科学の

視点から整理、考察を深められる過

程で、様々な新たな気づきを得られ

ていくわけですが、多くの学生さん

はこの気づきをとても上手にご自身

の生き方に反映されておられること

も知りました。通信制で学ぶ学生さ

んは、ご自身の学びを社会に還元

することが本当にお上手で、いつも

感心します。 

 面白いことに、多くの学生さんが、

「卒業研究とはあまり関係ないので

すが」という前置きとともに、社会人

として、また家庭人としての経験を

通じて、日ごろ考えておられる様々

な事柄を伝えてくださいます。それ

はみなさんがご自身のまわりに張り

巡らされているアンテナの感度の反

映でもあり、その視点の多様さは見

事なものです。めったにお会いする

ことのない学生さんたちのお人柄そ

のままの文章を拝見し、思わずにっ

こりすることも度々あります。たわい

ないやりとりがご自身の問題意識の

明確化につながり、時にそれがその

まま卒業研究に生かされることもあ

るようです。卒業研究があまり進んで

いないから、とこちらへの連絡を控え

られるよりも、気軽なおしゃべりをす

るつもりでメールを頂けると結果的に

早く次の段階に進めるかもしれませ

ん。何気ないやりとりを通じて見えて

くるものがあります。日ごろ考えてい

ることを文章にする機会はあるようで

ないもの。自らの日常を文章化する

練習と思って、気楽なお気持ちでメー

ルを頂けると嬉しいです。 

 このように、長年慣れ親しんできた

通学制の大学生との対面でのやりと

りとはまた少し違った、UHAS@My

キャンパスを通してのやりとりから見

えてくる世界の面白さを実感するこ

の頃です。インターネットの発展で、

世界中どこにいても、誰とでも簡単に

つながれる昨今ですが、卒業研究や

学位論文作成という一定の目的を

持った期限付きの取り組みを通じて

つながり、そのやりとりを通じていつ

のまにか互いの間に築かれる豊か

所感 

よしだ ひろこ 

「地球・生命・文化の歴

史」担当 

で、よろこんで、たのしく勉強して

いっておくれよ。そうそう、「勉強」っ

てのもなかなか面白い言葉だよ。こ

れはね・・・。 

八っぁん：もう止めましょうや。腹へっ

てきたよ。ばあさんがいないと、お茶

も出ないんだから。まあ、そのうち、

また来やす。 まるい えいじ 

「健康科学論」「保健学」

「健康教育概論」担当 
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村上香奈 先生 

すると、私は「奇跡が起きたら、目が

覚めた時、いつもより身体が軽く感

じ、開放された気分になる。そして、

一日中、笑顔で楽しく仕事をする。」と

答えるのです。これはあくまでも奇跡

の話ですが、私は自分に言うので

す。「少し、そのようにしてみては。」

と。そして、私は、開放されたような気

持ちを想像して、雑多な毎日へと微

笑みかけるのです。 

 ミラクル・クエスチョンに対して、い

つも前向きで強い答えを導き出せる

とは限りません。「奇跡が起きたら、

時間を気にせず寝ていたい。」と答え

る日もあります。そういう時は、自分

の心に正直になり、いつもより少し早

く寝るなどして、身体を休めるようにし

ています。 

 さて、みなさんが人間総合科学大

学に入学したのは、その先にある（解

決像とまではいかなくても）目指す方

向があったからだと思いますが、今

はいかがでしょうか。その方向は描け

ていますか。毎日の忙しさに薄れてし

まうこともあるのではないかと思いま

す。そのような時は、私のように自分

の心に問いかけ、今、どちらの方向

に向きたいのかを正直に答えてみて

ください。解決も、奇跡も、あなたの心

の中に描くことから始まるのです。 

 「ちょっと想像してみてください。あ

る晩、あなたが寝ている間に奇跡が

起こり、あなたが抱えている問題が

すべて解決されました。さて、朝、目

が覚めた時、あなたはどのようにし

て奇跡が起きたと知るのでしょうか。

また、あなたの一日は、どのようにな

るでしょうか。」 

 今回のお便りは、とても可笑しく、

奇妙だと思われるかもしれない質問

から始めました。この質問は、問題

ではなく解決に焦点を当てた短期療

法であるソリューション・フォーカス

ト・アプローチ（以下、解決志向）の技

法の一つで、ミラクル・クエスチョンと

呼ばれるものです。解決志向では、

目指す方向を示す道標のような解決

像を構築し、その解決像に向かうた

めの具体的かつ達成可能な目標を

設定していくことが中心に行われま

す。その解決像構築のために、ミラク

ル・クエスチョンが用いられることが

あるのです。ここで、なぜ‘用いられ

ることがある’と記したのかというと、

こういった技法は必ず用いなければ

ならないというものではなく、私は実

際の臨床場面では、気恥ずかしくて

用いたことがないからです。 

 しかし、最近、私は自分に向かって

この質問を投げかけてみるのです。

解決に向かうために 

むらかみ かな 

「心理学基礎実験Ⅰ」、

「心理学基礎実験Ⅱ」、

「心理学基礎実験Ⅲ」、

「心理学概論」、「心理学

研究法」、「高齢期心理

学」、「カウンセリング実

践」担当 

深く意味のあるものにする一助となる

ことを祈って止みません。みなさまか

らのご連絡をいつでも楽しみにお待

ちししております。 

なその関係性は、時代の最先端を行

く新たな絆の形成過程を体現してい

るのかもしれません。コンピューター

という無機物を介して育まれた有機

的な絆が、それぞれの学びをさらに
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 平成25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】 2013年9月22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10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。 

 

していますのでご利用ください（土日は休業

の場合あり）。昼休憩の時間は学生のみな

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。 

 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、本学では引き続き今年も節電のた

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。みなさんのご理解とご協力をお願い

いたします。 

 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、カフェテリ

アが設けられています。食堂、売店が営業

今秋卒業予定の方へ 

スクーリング、科目修了試験等で本学へお越しの方へ 

 

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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 7月下旬に「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。口座

振替登録済みの方は、金融機関口座より

下表の金額が引落し（口座振替）されます。

未登録の方には、振込依頼書を郵送いた

します。内容に誤りがあった場合には、必

ず8月6日（火）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、次記事「休学」欄

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（火）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（下記口座振替日以外に、引落と

しを行うことはできません）。 

 4年生で卒業延期となる方は、成績通知

に同封される「卒業延期申請書」の提出が

必要です。希望されるパターンに○を付け

て郵送してください（自動延期ではありませ

ん）。学費の引落し日は正科生とは異なりま

す。 

学費の納入について（2013年10月1日～2014年3月31日） 

 

期限までに手続きをし

てください。 

の学費14万円が引き落とされますのでご了

承ください。後日返金されます。 

◆復学◆ 

 2013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、2013年度の

『学修生活の手引き』（UHAS@Myキャンパス

＞インフォメーション＞オンラインマニュア

ル）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」の同封が必要です。 

3.所定様式に80円切手と郵便はがき(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（紛失

の場合、その旨記載のメモを同封）すること。 

5.返金には1ヵ月程度かかります。その際の振込

手数料はご負担いただきますので、ご了承くださ

い。 

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。2013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（UHAS@Myキャンパス＞各種申請＞

各種様式ダウンロードよりダウンロードして

ください）を必ず提出してください。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「復学」欄をご覧ください。 

◆休学◆  提出書類：「休学願」（様式2） 

提出期限：2013年8月31日（土）必着 

※7月31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。 

※8月1日（木）以降に届いた場合、半期分

の学費14万円が引き落とされますのでご

了承ください。後日、休学手数料を差し引

いた金額が返金されます。 

◆退学◆  提出書類：「退学願」（様式4） 

提出期限：2013年9月30日（月）必着 

※7月31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。 

※8月1日（木）以降に届いた場合、半期分

 

口座振替対象者 口座振替日 振替金額 

正科生 
2013年 

8月27日（火） 

140,115円 

（振替手数料115

円を含む） 

卒業延期者 
2013年 

10月28日（月） 

延期パターンに

より異なります 
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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 

 今年度から、久住眞理学長の著書『運命

を変える心とからだの磨き方』（幻冬社、

2013年3月）が、卒業研究のテキストに指

定されました。卒業研究に取り組むにあ

たっては、不安もあると思いますが、まず

このテキストをしっかりと読んでみましょう。 

 このテキストは「人間を科学的に見るとい

う目」で書かれています。生物としての人

間、社会的存在としての人間とは本来どの

ようなものか、なりたい自分に近づくため

にはどうしたらよいか、そのためには心と

からだをどのように理解したらよいかなど

を説いています。つまり「人間の本質を見

る」ことによって「より良く生きるための合理

的なヒント」を与えてくれるのです。 

 私たちは日々の生活の中で、何らかの壁

に突き当たることがあります。「その壁を登

るか、潜り抜けるか、迂回するか」それは

様々ですが、そのためのヒントが科学の知

識を生かしながら、またご自身の体験も踏

まえつつ語られています。しかもその一つ

一つの言葉は、細胞の一つ一つ沁み入る

ように読む者の心に響いてくるのです。 

 これを読めば、日ごろから私たちがどのよ

うに自身を取り巻く現実と向き合い、どのよ

うに行動していけばよいか、きっと見えてく

るはずです。そして、卒業研究に取り組もう

としているあなたの背中を、きっと後押しし

てくれることでしょう。 

テキストから見える「より良く生きるためのヒント」 

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 

 （レターパックでお送りします。） 

※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。本学では、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 

2013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★ 

 CD-R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 

2013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⇒「2013年9月」と記載 

 CD-R・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。 

2014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。 

 7月1日～7月31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、卒業研究係までお問い合わせください（UHAS@Myキャンパス内「卒業研究

Q&A」、または電話）。 

2014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、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するか、郵送でも受け付けます。 

★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。 



◆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。 

◆図書館休館日◆ 

 休校日に加え、以下の通り休館します。 

7月 7日（日） 

8月 4日（日） 

8月25日（日） 

9月 1日（日）～ 9日（月） 

9月15日（日） 

9月29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。 

◆蓮田キャンパス休校日◆ 

 蓮田キャンパスは月曜日が通信制の休校

日です。なお、以下の祝日は、通学制も含め

完全休業します。 

7月15日（月・祝） 

9月16日（月・祝） 

9月23日（月・祝） 

◆東京サテライト◆ 

 東京サテライトは月曜日と木曜日が休校日

です。 

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 

 

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。 

8 

Communication 



オフィスアワー予定表 

◆郵送◆ 

 様式17「面談予約票」に記入し、学務

課まで郵送（返信用1 5円切手を同

封）。 

 

 

※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＞各種申請＞

各種様式ダウンロードから「17 オフィ

スアワー用面談予約票」をダウンロー

ドし、必要事項を入力の上、卒業研究

係＞卒業研究Q&Aより添付で送信。 
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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 

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 

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） 

F A X : 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/cm-kifukin.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年夏号 

2013年7月1日発行 

通巻第106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。 


