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山女 ＳＡＮＪＯ の女子力
学長

石永 正隆

山陽の丘の学舎は、ハナミズキの花、藤棚の藤の花、
そして今は、真
夏の太陽の下、緑の木々が勢いよく揺れ、枝が互いにダンスしているよう
にも思えます。
この丘の自然の息吹を感じ取っていますか。
試験期間に突入し、
テンションが高くなっている時だと思います。
じっく
り落ち着いて頑張って行きましょう。
さて、新入生の皆さんにお話しした、本学の沿革や建学の精神の講
話についての感想文を読みました。特に「愛・優・輝」に関心と共感を
持って頂いたこと、大変嬉しく感動を覚えました。地域行事「れんげ祭り
in佐方」のボランティア活動に60名も参加してくれたのは、
その実践のひとつでしょう。山女の学生の力を
垣間見た思いで、感動もひとしおでした。
そのパワーには、主催者の方々もびっくりしておられました。
食堂のリニューアルオープンの日、学生が数人入ってくるなり、
「わーすごい！」
「かわいい！」
「きれい！」
と
感嘆の声をあげました。
その喜びを僕も共有しました。食堂の名称はSun-Café（サンｰカフェ）、山陽の山
（サン）
と陽（太陽=サン）
をかけています。広い空間におしゃれな椅子やテーブル、広いガラス窓の枠には
赤が用いられ、
ちょっぴり気持ちが昂揚する感じがします。女子大ならではのこの空間が、
ここに集う学生
同士や学生と教職員のコミュニケーションを後押ししてくれるのではないかと密かに思っています。新しい
食堂「Sun-Café」が、
これから山女の学生のパワーアップの場になることを期待しています。
山女も中期目標を新しく立ててスタートしています。特に入学式、講話、建学の精神の話の中で、女性
の力が益々必要となってきているので一歩前に前進しようと話をしました。我が短大は女子大で、
しかも
「愛・優・輝」
を実践目標としています。
まさに今流行りの「女子力」
をアピールできます。
この「愛・優・輝」の
精神と、
「 現場に強い」
という山女の特色、女子力を前面に出して、先輩達の後に続いて行きましょう。失
敗を恐れていては何もできません。逆に後退するのみです。意識を切りかえて、躊躇することなく前に進
んで行きましょう。
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入学生の 声
人間生活学科 医療事務情報コース １年

伊藤 万由子

新しい環境で学生生活が始まり、初めは友達ができるか、勉強についていけるか不安でいっぱいでし
た。
しかし、先生をはじめ、周りの人たちが優しい方ばかりで、友達もできて今では毎日の学校生活がとても
楽しくなりました。授業は高校と違い90分でとても長く感じましたし、専門的なことを幅広く学ぶので毎日の
勉強が大変ですが、医療事務に関連した多くの資格を取得するために、
しっかりと学んでいきたいと思い
ます。
また、入学したらボランティア活動にも参加したいと考えていました。山陽女子短期大学は、地域と深い
つながりを持ち、地域での色々なボランティア活動が盛んで、
ボランティアワークという授業もあり、
とてもうれ
しくなりました。2年間という短い期間ですが、資格取得のための勉強だけでなく、
ボランティアにも積極的
に参加し、様々な経験を通して人間的にも成長していきたいと思います。

食物栄養学科 栄養管理コース 1年

齊藤 由貴

入学し、早4ヶ月が過ぎました。入学当初は、友達が作れるか、90分授業についていけるのだろうかなど
様々な不安を抱えていましたが、今では授業や学校生活に少しずつ慣れてきて楽しく過ごせるようになっ
てきました。
授業では、本来は4年間かけて学ぶ内容を2年間という短い期間で学んでいかなければならないため、
専門的でとても内容の濃い90分授業であると感じました。専門的な内容のため難しく大変ではあります
が、毎日の授業や1年次の後期から始まる給食管理実習で得ることを大切にし、就職後に即戦力となれ
る力を身につけるため頑張っていきたいと思います。
また、
これからスポーツ大会や大学祭など様々な学校行事が開催されるのでとても楽しみです。
そして、
多くの人と交流をもち、今よりももっと充実した大学生活を送っていきたいと思います。

臨床検査学科 臨床検査コース １年

河田 奈美

入学して4ヶ月が経った今、授業も本格的に始まり、臨床検査の難しさ、奥の深さを日々感じています。
臨床検査技師になる事は小学校からの夢でした。専門的なことが学べる授業は、興味深いことばかりな
ので毎時間あっという間に過ぎ、様々な知識を得ることでさらに夢を実現させたいという思いが強くなりまし
た。難しい事もたくさん学びますが、授業の内容を理解できた時には大きな達成感が湧いてきます。
また、
学校行事の中にはスポーツ大会や大学祭などがあり、本当にこれからの学生生活が楽しみです。国家試
験合格が1番の目標ですが、医療現場で人の役に立てる臨床検査技師になれる様、大学での生活を1
日1日大事に過ごそうと思います。

専攻科(診療情報管理専攻) 1年

廣政 奈那美

専攻科に進学し、
身が引き締まる思いです。医療事務コースで学んできた2年間があるからこそ、明確な
目標を持って取り組んでいける1年間になると思います。昨年の先輩方の頑張りや先生方の熱意も伝わ
り、診療情報管理士の認定試験合格のためにより一層勉学に励もうという気持ちが大きくなりました。
これ
まで学んできたことよりも専門的な授業が多く不安はありますが、学校での空いた時間を有効活用し自主
学習をしたいと思っています。
また、早いうちから就職活動を始め、来年2月に行われる診療情報管理士
認定試験に専念できるよう計画的な行動を心がけていきたいと考えているところです。
日々努力を積み重
ね、合格して目標達成できるよう有意義な1年間にしたいと思います。
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人間生活学科
キラキラ輝いてる先輩たちに囲まれたオリエンテーションセミナー
人間生活学科 医療事務情報コース 1年

平野 佑実

オリエンテーションセミナーの感想を一言でいえば「和気あいあい」になると思います。
私は人間生活学科に入ったばかりで友達ができるか、
クラスに馴染むことができるか大変不安でしたが、
今回のオリセミに参加したことで同級生、先輩、
さらに先生方とも仲良くなれたような気がします。
セミナー中、
ずっと明るくて元気いっぱい、
さらには面倒見のいい先輩たちとそれを優しく暖かい目で見守
る先生方に囲まれて、
いつの間にか笑顔になっていました。
ビンゴゲームでは、先輩がゲームの途中にさりげ
なく話しかけてくれ、2年生のコ
ミュニケーション能力の高さに驚きました。帰り際には先
輩たちが焼いてくれたクマのキャラクターの手作りクッ
キーをいただき大変嬉しく思いました。
今回のセミナーで仲良くなった人とも、関わりをもてな
かった人とも、
これからの2年間一生懸命勉強しながら
も協力して、人間生活学科1年生全員でたくさんの資
格を取得し、
卒業していきたいという目標ができました。

オリエンテーションセミナーを企画して
人間生活学科 医療事務コース 2年 津田 祐美子
去年に引き続き、宮島で行われることになった今年のオリセミは、最初から雨ということで、
ホテルでの企画
のみをすることになりました。
フェリーから降り、
ホテルまでの道のりを歩いて移動している途中、何気ない会話で盛り上がったり、揚げも
みじを食べたりと、
グループによって様々で、楽しいひとときを過ごすことができました。
ホテルでは1年生の課
題表彰や自己紹介、学友会やサークル活動についての話が終わった後、
ビンゴやイントロゲームなどで大変
盛り上がりました。
「自分のチューターや同じ学科の人とより仲良くできるようになれば良いな」
と、設けられた今回のオリエンテーションセミナー。
「1
年生のみなさん、楽しんでいただけたでしょうか。」
もしこれがきっかけで、同じ学科のみんなと、
より交友の和が広がっていたら企画
した2年生は嬉しく思います。
人間生活学科では、2015年2月10日に恒例となった特論発表会を開催しました。特論発
表会は、2年生が自分の関心のあるテーマについて学科教員の指導のもと、調査・研究を行
い、
その成果を発表するものです。人間生活学科の学生と教員全員が参加し、質疑応答、
教員講評のあと、最後に2年生全員と教員が写真を撮りました。
発表テーマは、
「チーム医療と診療情報管理士の役割」など医療事務に関するもの、
「2013・2014年度新入生の携帯電話使用の比較」
という情報処理に関するもの、
「動物が人間にもたらす影響」
という心理
に関するもの、
その他アニメや栄養学関係など幅広い分野にわたるものでした。
発表を聞いた1年生は、色々な知識を得ることができ、来年の特論選択の参考になったようです。

特論発表会を
開催しました。

診療情報管理士認定試験合格率 80％
専攻科
（診療情報管理専攻）
の学生5名中4名が、2015年2月8
日に行われた「診療情報管理士認定試験」に合格しました。医師
や看護師等の国家資格者も、受験する認定試験です。
認定試験全体では、受験者数 3,777名、合格者数 1,881名、
合格率 49.8％でした。
本学の結果は、模擬試験や認定試験対策講座などの勉強に、
専攻科生が熱心に取り組んだ成果だと思います。
初めての診療情報管理士誕生から3年目、昨年同様に、専攻
科の就職率100％の実績とともに、後輩たちにとっても良い刺激に
なると思います。

医療事務技能認定試験
（称号：メディカルクラーク）合格率 84％
人間生活学科医療事務コースでは、1年生25名中21名
が、医療事務技能認定試験に合格しました。
全体では、受験者数1,895人、合格者数1,335人、合格
率70.4%でした。
合格者は、次のステップとして、難易度の高い「診療報酬
請求事務能力認定試験」に挑みます。今年度は2名の学
生が合格しました。
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食物栄養学科
新入生歓迎オリエンテーションセミナーを企画して
食物栄養学科 栄養調理コース 2年 片岡 明日美
4月10日に新入生歓迎オリエンテーションセミナーを行いました。広島市内にある広島城、原爆ドームを中心
にウォークラリーをし、
その後ボーリングをしました。
当日はあいにくの土砂降りでどうなることかと心配しましたが、出席率もよくてびっくりしました。
ウォークラリー
は雨のせいで解答用紙が濡れてしまい、答えが書けなくなっているチームがありました。
しかし、
そのチームは
紙の裏の濡れていないところに
回答を書いてくれていました。
積極的に参加して盛り上げてくれていることが伝わっ
てきて、計画を練ったかいがあったと嬉しくなりました。
後半のボーリングは特に盛り上がり、
みんなの楽し
そうな声がフロアにあふれていました。学年関係なく
楽しんでくれていたようなので、今回の目標の「新入
生、2年生、教員の相互関係を深める」
を達成できて
大満足です。
企画の土台ができるまでに時間がかかり、決定後
もみんなと悩み抜いてやっと形になりました。準備は
大変でしたが、
みんなの笑顔を見ることができて満足
のいく結果に終わって良かったです。

卒業制作展および作品展
2月11日に、毎年恒例となっている
「卒業制作展および作品展」
を開催しました。
栄養調理コース・フードビジネスコース2年生による2年間の学習の成果を発揮した個人・製菓作品と、栄養調理コース1年による
グループ作品の展示をしました。
お越しくださいました皆様ありがとうございました。

個人作品部門 理事長賞

製菓部門 理事長賞

個人作品部門 学長賞

製菓部門 学長賞

グループ作品 同窓会長賞
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臨床検査学科
新入生歓迎オリエンテーションセミナーに参加して
臨床検査学科 臨床検査コース １年 前峠 美月
4月10日、宮島での新入生歓迎オリエンテーションセミナーに参加しま
した。先輩方が一生懸命、私たち1年生のために計画してくださいまし
た。
入学したばかりで、
ぎこちない私たちに気さくに話しかけてくださり、大
学での生活や勉強についてのアドバイスをしてくださいました。
そのおか
げで、次第に大学生活への不安は薄れていきました。
雨が降っていたため、外でのクイズラリーは中止になり、室内でグループ
に分かれてクイズ大会をすることになりましたが、学年の壁を越え、一致団
結して話し合うことで、
たくさんコミュニケーションをとることが出来ました。
仲の良い先輩方を見習い、私たち1年生もしっかり勉強し、
目標達成ま
で誰一人欠けることのないよう、支え合っていきたいと思います。

国家試験を終えて
2015年3月卒 西村 裕美
国家試験までの道のりは決して楽で
はありませんでした。
しかし仲間とともに
一致団結しお互いに励まし合いながら
1つの目標に向かって進んでいきまし
た。当日を無事に終え、良き先生方、友
達に出会え感謝の気持ちでいっぱい
です。3年間で学んだことをこれから発揮していきたいです。

2015年3月卒 川島 李奈
国家試験の勉強で挫けそうな時、周
りの友達がいつも支えてくれて無事乗り
越えることができました。
また、私の事を気
に掛け応援してくださった先生方、本当
に心強かったです。
山陽女子短大で過ごした3年間を心
に刻み、臨床検査技師として頑張っていきたいです。

国家試験結果情報

担任

惠野村 明美

臨床検査技師の夢を持ち入学した3年間、特に国試前の半年間は人生においても最も厳しい時間であったと思いま
す。
クラスみんなが一丸となり国試に向かって勉強した結果、昨年同様100％
（全国平均82.1%）
という素晴らしい結果と
なりました。
これも、学生達を支えてくださいました保護者の皆様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。

臨地実習が始まりました
▼広島市民病院

▲済生会広島病院

▲広島大学病院

私 の就 職 活 動

はなみずき
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人間生活学科 人間関係コース 2015年3月卒

知野見 唯

■就職先／株式会社ジェイ・エム・エス

私はこの春から株式会社 ジェイ
・エム・エス 出雲工場で働いています。
就職活動では、
自分の就きたい職業にはなかなか求人がなく、
自分から直接電話をし、
お話しに伺っ
たりしましたが、
うまくいかず大変落ち込むこともありました。
しかし、
その失敗から学ぶことは多く次に活か
す力となりました。
また企業説明会に参加し、様々な企業の話を聞かせていただくことで、
自分の知らな
いことや新たな発見などができ、
とてもいい経験になりました。私は、
この説明会のおかげで今の職業
（企業）
と出会うこと
ができました。
私は何をするにも目標を決めて取り組んでいます。小さな目標でも達成できた時、
自分がまた１つ成長したなと感じま
す。
また達成できなかった時、今日どこができなかったのか、足りなかったのか振り返って反省ができます。
まずは何事にも目標を持ち、行動に移すことが大事です。将来を良く考えて、
自分の気持ちを大切にして就職活動を
頑張ってください。
食物栄養学科 栄養管理コース 2015年3月卒

末平 真子

■就職先／五日市記念病院

私はこの春から五日市記念病院で栄養士として働いています。
厨房業務と栄養士業務を並行し、勉強の毎日です。
私が就職を意識し始めたのは、5月頃です。最初は就職指導部に求人を見に行く程度でした。求人を
見つけてからは、過去の先輩方の記録を見たり、病院のことを調べたりして対策をたてました。面接の練
習も何度かしてもらいましたが、実際は型通りのものではなく、会話を楽しみながら人柄を見定められるような面接でした。
専門的な勉強も大切ですが、
日頃から色んな先生方との会話を通し、
コミュニケーション能力を身につけることが大切
だと実感しました。
就職活動は大変ですが、大学生活を思いっきり楽しむことも忘れないでください。応援しています。
臨床検査学科 臨床検査コース 2015年3月卒 原 麻美子

■就職先／県立広島病院

私は今年の4月から県立広島病院で働いています。
就職活動は早い人は5月頃から始まります。病院実習と同時進行のため、志望動機と自己分析は早
めに取り組むことが重要です。多くの病院は専門知識、小論文、面接が行われます。小論文に関しては
チーム医療について一度は書いておくべきだと思います。面接は人前で自分の意見を述べなくてはなら
ないので苦手な人が多いと思いますが、
まずは友達同士、
その後先生と段階を踏めば次第に慣れていくと思います。
自
分が相手に何を伝えたいのか、箇条書きで書き出しておくと頭の中が整理されて良いと思います。希望通り、県立広島病
院に内定を頂くことが出来たのも早めに行動していた結果だと思います。
自分がどこの病院に行きたいか悩むと思います
が、先生や両親に相談しながら自分に合った病院を見つけてください。病院実習や就職活動、国家試験ととても忙しいと
は思いますが、友達同士で協力しあい、皆で笑って卒業出来るよう願っています。

資格取得者数

成 績 優 秀 者 表 彰
人間生活学科

食物栄養学 科

●医療秘書実務士
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務コース 廣政 奈那美

●全国栄養士養成施設協会表彰
食物栄養学科 栄養管理コース 雨坪 紀子

●診療情報管理実務士
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務コース 宮内 彩

●㈳全国調理師養成施設協会会長賞
食物栄養学科 栄養調理コース 佐々木ほのか

●介護保険実務士
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務コース 加村 菜月
●メディカルクラーク
（日本医療教育財団表彰）
人間生活学科 医療事務コース 熊野 あかね
●ピアヘルパー
（NPO日本カウンセラー協会長賞）
人間生活学科 人間関係コース 津島 萌絵子

●日本フードコーディネーター協会会長賞
食物栄養学科 栄養調理コース 磯村 華子
●日本フードコーディネーター協会賞
食物栄養学科 栄養調理コース 佐々木ほのか
●フードスペシャリスト協会表彰
食物栄養学科 栄養管理コース 須澤 千晴

資

格

43

調理師

6

臨床検査技師

35

健康食品管理士

7

診療情報管理士

4

上級情報処理士

5

医療秘書実務士

19

診療情報管理実務士

19

診療報酬請求事務能力認定試験

2

介護保険実務士

1

介護職員初任者研修

3

ウェブデザイン実務士
ビジネス実務士

6
11

フードコーディネーター３級

6

フードスペシャリスト

1

ウエルネスデザイナー
新調理システム管理者
食育インストラクター

合格率

人数

栄養士

2
41
6

100％

（ 全国平均
82.1％ ）
合格率

100％

（ 全国平均
83.9％ ）
合格率

（

80％
全国平均
49.8％

）

第 4 0 号（ 8 ）

はなみずき

平成27年度

前期

年間スケジュール

10月17日 陽月祭（〜18日）
8月 3日 前期定期試験（〜11日）
3月 8日 追再試成績発表
9日 オープンキャンパス
31日 推薦入学試験（前期）
15日 卒業式
12日 夏季休業開始（〜9月19日） 12月12日 推薦入学試験（後期）
16日 春季休業開始
21日 成績発表
24日 冬季休業開始（〜1月6日）
22日 一般入学試験（Ⅲ期）
22日 ミニオープンキャンパス
1月30日 一般入学試験（Ⅰ期）
27日 追再試手続（〜28日）
2月 3日 後期定期試験（〜10日）
9月 1日 前期追再試験（〜10日）
17日 成績発表
6日 聖湖マラソン
18日 追再試手続（〜19日）
13日 オープンキャンパス
23日 後期追再試験（〜26日）
16日 追再試成績発表
27日 一般入学試験（Ⅱ期）

4月 2日 入学式
10日 新入生オリエンテーションセミナー
5月24日 オープンキャンパス
30日 第1回公開講座
6月 6日 第2回公開講座
13日 第3回公開講座
19日 スポーツ大会
20日 第4回公開講座
21日 オープンキャンパス
27日 第5回公開講座
7月18日 オープンキャンパス

役職教職員紹介

貸借対照表（山陽女学園）

（H27．
3．
31）

（単位：千円）

負債・基本金・消費収支差額の部

資産の部
科

目

固定資産
有形固定資産

26年度末

科

目

26年度末

4,167,858 固定負債

418,693

3,578,332 流動負債

272,888

589,526

その他の固定資産

負債の部

合計

白石 幸雄

水野 敦子

学生部長

入試広報部長

専攻科長

丸川 浩

食物栄養学科長

鈴木 理

7,011,686

翌年度繰越消費支出超過額
消費収支差額の部
合計

5,331,214

合計 △2,372,053

負債・基本金・消費収支差額
の部

2,372,053

合計

（Ｈ26．
4．
1〜Ｈ27．
3．
31）

（単位：千円）

支出の部

収入の部
目

学生生徒等納付金
手数料

決算額

科

目

327,670

18,159 教育研究経費

寄付金

資産運用収入

〈退 職〉平成27年3月31日 就職指導部長
平成27年3月31日 入試広報部事務職員

西本 満策
今田 敏英

〈採 用〉平成27年4月
平成27年7月
平成27年7月
平成27年7月

松本 茜
秋道 浩
山下 弘
西 一美

1日
1日
1日
1日

食物栄養学科助手
入試広報部事務職員
入試広報部事務職員
就職指導部事務職員

新任教職員挨拶
入試広報部 秋道

浩

3,401 資産処分差額

2,434

入試広報部 山下

雑収入

20,890 消費支出の部

消費収入の部 合計

事

4,136

42,686 徴収不能額

基本金組入額 合計

人

事務局長

迫 豊人

359,288 借入金等利息

事業収入

合計

中東 教江

伝統があり、鶯の鳴く静かで美しいキャンパスで勤務させていただき感
謝しております。高校の生徒さんと先生方に、
この大学の良さを十分アピー
ルできたらと思っております。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

138,731

3,668 管理経費

補助金

谷口 薫

決算額
730,752

786,394 人件費

教務部長

谷口 菊代

5,331,214

平成26年度消費収支計算書（山陽女学園）

帰属収入

副学長
副学長
臨床検査学科長 人間生活学科長

691,581

合計

基本金の部

科

学長

石永 正隆

1,163,356 基本金

流動資産

資産の部

後期

0
合計

1,234,486 当年度消費支出超過額
△33,444 前年度繰越消費支出超過額
1,201,042 基本金取崩額
翌年度繰越消費支出超過額

1,203,723
2,681
2,372,354
2,982
2,372,053

※財務関係書類については、学校法人山陽女学園情報公開取扱規定
に基づき閲覧することができます。

弘

7月1日より入試広報部でお世話になります山下です。36年間の教職の
キャリアを生かし、学習意欲の高い学生に1人でも多く来てもらえるよう、
「Sun女」の発展に微力ですが貢献する所存です。
よろしくお願いいたしま
す。

就職指導部 西

一美

自然環境に恵まれ、落ち着いた支援環境で学生1人1人の個性と意志
を大事にした細やかな支援をさせて頂きたいと考えております。今までのキ
ャリア支援の現場経験を活かし、教職員の皆様と連携しながら取り組んで
参ります。

食物栄養学科

松本

茜

教職員・関係者の皆様には日々温かくご指導賜り感謝しております。学
生が笑顔で実りある学生生活を送れるよう努めて参りたいと考えていま
す。
どうぞよろしくお願いいたします。

