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年間スケジュール

前期
4月 3日 入学式
6日 新入生
オリエンテーションセミナー
6月15日 スポーツ大会
8月 1日 前期定期試験（〜10日）
12日 夏季休業開始（〜9月20日）
22日 成績発表
23日 前期追再試験手続き
（〜24日）

10月20日 陽月祭（〜21日）

（〜１９日）
22日 後期追再試験

12月23日 冬季休業開始（〜1月6日）
1月 7日 授業開始

（〜２７日）
3月 8日 後期追再試験成績発表

31日 後期定期試験〜（2月8日）

16日 春季休業開始

卒業制作展および作品展
15日 成績発表

役 職 教 職員紹 介

平成29年度事業活動収支計算書（山陽女学園）
（H29.4.1〜Ｈ30.3.31）
（単位：千円）
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15日 卒業式

2月10日 食物栄養学科
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2月18日 後期追再試験手続き

9月21日 後期授業開始
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後期

9月 2日 聖湖マラソン
3日 前期追再試験（〜７日）
9日 地方保護者会
（福山・周南）
14日 前期追再試験成績発表
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山女ではじめの一歩を踏み出した皆さん

入学生の 声

学長 石永 正隆
今キャンパスは新緑に包まれ、自然の息吹を感じさせてくれます。
ま
た、
はなみずきの白い花や藤棚の房となって咲き誇っている紫や白の花

人間生活学科

画してくださったゲームを通して、新しい友達との距離を縮めることが出来ました。

の笑顔と
「おはようございます」の挨拶は、夢に向かってスタートしている

大学生活にも慣れてきましたが、専門的な授業にはまだ難しさを感じ緊張します。
しかし、大学での学習

「爽やかな勢い」
を感じさせてくれます。

を自分のものにするために努力し、社会に出るための一歩と思い、気を引き締めて授業や資格取得に励

4月にフレッシュマンセミナーで講義する「沿革と建学の精神・教育目

みたいと思います。
そして、大学祭実行委員会に入り、色々な活動を通してたくさんの人と繋がり、新しいこ
とに挑戦したいと思っています。人とのかかわりを大事にし、
これまで多くの方々にお世話になって来た

標」の感想文を、毎年全員分読んでいます。今年も多くの皆さんが、頑

分、今後は少しでも恩返しが出来ればと思っています。

張って資格を取ろう、勉強をしっかりやろう、友だちをたくさん作ろう、
自分

このような気持ちを忘れずに、
２年という短い期間ですが充実した日々を送れるよう精一杯頑張りたい

の夢をかなえていこう…と元気いっぱいに、
あるいは少し不安を抱えなが

と思います。

らも前向きに大学生活を送ろうとしている息づかいが読み取れました。
われわれ教職員も気持ちを新たに
に、
また教員自身の思いだけで向き合わないように、常に気持ちをリフ

沖 利音

満開の桜に迎えられた入学式から、数ヶ月が経ちました。入学後のオリエンテーションでは、先輩方が企

からも初夏の香りを感じます。
それにも増して、
この季節、学生の皆さん

させられ、全員をしっかり無事社会に送り出さなければと力が入ります。惰性で学生に向き合わないよう

医療事務情報コース １年

食物栄養学科

栄養管理コース 1年

有田 麻鈴

入学時、大学での勉強についていけるのか、人間関係が上手くいくのかなど、大きな不安を抱えていま

レッシュしなければいけないと思っています。

した。高校とは違い、90分という長い講義には中々慣れませんが、
その分学び得ることが多くあります。現

ほとんどの人が資格取得を目指して入学してきていますが、
いきなり専

在は栄養士になるための専門的な科目を学んでおり、将来の夢である栄養士を目指したいという気持ち

門科目を勉強しますので戸惑いも大きいようです。
しかし、行きつ戻りつ

が強まってきました。入学前から興味があった付属幼稚園の給食管理実習への期待も膨らみ、難しい栄

つしながらコツコツ勉強を重ねていけば理解出来るようになります。全て

養計算を克服しようと授業に臨んでいます。
自分たちが作った料理で成長していく子供達を見ることは、
やりがいを感じることができ、将来の実践力になると考えています。

の教員は皆さん方をフォローする責務があり、情熱を持って対応します。

2年間という短い時間を大切にし、夢を叶えることが出来るよう、友達と支え合いながら過ごしていきたい

しかし、何より皆さんが諦めずに努力しなければ得るものはありません。

と思います。

また、
フレッシュマンセミナーの講義の中で「好き嫌いは誰にでもある。
し
かし心の壁は作らないようにしよう」
と話したことに半数以上の人が反応
を示してくれていました。踏み出すことに躊躇している人、
ちょっとした言
葉かけ、
「おはよう」がはじめの一歩になるでしょう。
そして、薄い関係であ
ろうと濃い関係であろうと周りの友人と関わりを作っていきましょう。人間関係が苦手だなという場合は、
先ずはボランティア活動をやってみてはどうでしょうか。
きっと良い体験ができると思います。卒業したら否

臨床検査学科

臨床検査コース 1年

荒谷 真帆

この春、私は期待と不安を抱いて山陽女子短期大学に入学しました。入学時は友達が出来るのか心
配でしたが、今では困ったときに助けてくれる友達や楽しい事を共有できる友達ができました。90分という
授業の長さに慣れる事に必死な毎日ですが、
１つ１つ学ぶことが新鮮でとても興味深く受講しています。
この３年間を通して私が身につけたい事、
それは「挨拶」
「素直さ」
「協調性」
と自らが何事にも積極的

が応でも大人の社会に入っていきます。学生時代は宙ぶらりんの状態ですが、
だからこそ試行錯誤も遠

に挑戦してみるということです。高校生の時は誰かがしてくれるだろうという他人任せの考えを持っていた

慮なくできるのです。周りの人とのコミュニケーションの取り方もしっかり体験していきましょう。

為、新しい発見がなく狭い視野でしか物事を考えることができませんでした。新しい世界を発見するために

さて、2年生3年生は就職活動を始めるわけですが、色々悩むと思います。むしろ、
しっかり悩むことが大
事なのです。自分を見つめるチャンスでもあります。他人の意見も参考にしつつ、
自分の責任で決断しま
しょう。

輝く目

まず第一歩としてボランティアやサークル活動にも挑戦したいと思います。
短大で過ごす3年間はあっという間に過ぎてしまうと思うので1日1日を大切にし、
しっかり学び、卒業す
る時には社会に貢献できる臨床検査技師になれるよう努力していきます。

専攻科（診療情報管理専攻）

1年

阿部 香菜子

専攻科に進学し数か月が経とうとしています。今までとは違い、専門的な講義や小テストの多さに戸惑いと

山女の学び舎

不安を感じることもあります。2年間で学んできた基本に加え、新しく覚えることもありますが、将来の夢の実現の

未来をつかみ取らんと

ためにコツコツと努力していきたいと思っています。

栄光の架け橋めざし

をし、昨年の反省点を活かして、多くのことを学んでいきたいと考えています。

進む乙女ら

また、夏季休業中にあるインターンシップでは、実習を受けて下さった医療機関の方や大学の先生方に感謝
来年の2月には、
「 診療情報管理士認定試験」が控えています。先生方の熱心な指導、保護者や周りの
方々の応援を無駄にしないよう、励ましあいながら合格を目指していきたいと思っています。
また、合格のためだ
けでなく、就職後に即戦力となれるよう、
これからも気を引き締めていきたいです。
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けでなく、就職後に即戦力となれるよう、
これからも気を引き締めていきたいです。
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食物栄養学科

新入生オリエンテーションセミナーを企画・運営して
人間生活学科 オフィス情報コース 2年

新入生歓迎オリエンテーションセミナーを企画して
西山 冴佳

2018年度、人間生活学科の新入生オリエンテーションセミナーは廿日市市のアルカディア・ビレッジで行わ
れました。施設は山の中で桜が満開できれいなところでした。当日は雨で室内のみの活動でしたが楽しく過
ごすことができました。
午前中は入学前課題の表彰、
自己紹介、学友会やサークルについての説明があり、午後からは2年生に
よるレクリエーションを行いました。
緊張していた1年生も徐々に周
りと話し始め打ち解けたように感
じました。特に絵描き伝言ゲームでは、各グループがみ
んなで力を合わせて答えを導き出し、
お互いの絆を深
めることができたのではないかと思いました。
私は今回2年生としてこのオリセミを企画し司会進
行も務めましたが、1年生ができたばかりの友達と笑顔
で話す姿を見て、今回のセミナーに参加して良かった
と感じました。
今回の新入生オリエンテーションセミナー、1年生の
皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。
これをきっかけ
に皆さんの交友が深まることを願っています。

2018年 特論発表会を開催しました
2月9日
（金）
13：00より、2018年度特論発表を開催しました。
特論は学科の特徴のプログラムで、学科教員の指導の下、1年間にわ
たって調査・研究・抄録を作成し、
その成果を発表します。
今年は、高齢者の在宅医療の問題点やインスタグラム、
アニマルセラピー
など幅広い分野で、19演題の発表がありました。
学科教員、1年生、AO入試合格者も参加し、質疑応答・教員講評後、写
真撮影を行ないました。

食物栄養学科 栄養調理コース 2年 古田

4月8日に、宮島にて新入生歓迎オリエンテーションセミナーを開催しました。
あいにくの雨となりましたが、
「雨のほうが思い出に残るので、絶好のオリセミ日和」
という学科長あいさつの
お言葉通り、
ウォークラリーを楽しんで
くれている皆の姿を見ることができま
した。
杜の宿にて昼食後、学科の先生
方に関するクイズ大会や、
イントロクイ
ズを行いました。
どちらも、先輩、後輩の垣根を越えた盛り上
がりを見せてくれて、
スタッフとして嬉しく思いました。特にイ
ントロクイズでは、女同士の真剣勝負に、先輩後輩はもちろ
ん同学年の仲も深まったのではないでしょうか。最後は1年
生に2年生からの手書きメッセージのついたもみじ饅頭をプ
レゼントしました。嬉しそうに読んでいるのを見ることができ、
大きな達成感を感じました。
短い期間での準備は大変でしたが、充実した時間と思
い出を得ることができました。

卒業制作展および作品展

宮島サービスエリアメニュー

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・食品開発コース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。
また、
ひろしま地域食材PR推進事業参画試食展示会も同時開催しました。
お越しくださいました皆様ありがとうございます。
個人作品部門 理事長賞

個人作品部門 学長賞

資格の階段
人間生活学科医療事務情報コースでは、専門性を活かして医療界で活躍するための資格が取得でき、
「なりたい自分」
を実現
することができます。
医療機関での受付や会計の業務を主とする医療事務系では、
メディカルクラークや医療秘書実務士、医事コンピュータ実務課
程、
さらに介護事務の資格も取得できます。
診療情報系1は医療事務系の資格を基礎とし、電子カルテや医師事務作業補助実務士、難易度の高い診療報酬請求事務
能力認定試験にも挑戦します。
診療情報系2は専攻科に進学し、病院管理のできる診療情報管理士をめざします。

萌栞

個人作品部門 学長賞

製菓作品部門 理事長賞

広電宮島ガーデンと栄養管理コースの共
同開発「三女神〜みやじま御膳〜」が出来
ました。
若い女性の視点で考え、栄養バランスや
低塩にも配慮しました。
宮島サービスエリア
（下り）
レストランにて
販売中 是非ご賞味ください。

2018年
「新調理システム管理者」
講習会について
製菓作品部門 学長賞

グループ作品 同窓会会長賞

本学では「新調理システム管理者」講習会
ならびに資格試験を年に1度実施しております。
受講は3年以上の実務経験をもつ栄養
士、調理師、食品関係企業従事者を対象と
しており7月頃ホームページにて詳細を掲載
予定です。
どうぞこの機会に多数お誘いの上ご参加
されますようお待ちいたしております。
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新入生オリエンテーションセミナーを企画・運営して
人間生活学科 オフィス情報コース 2年

新入生歓迎オリエンテーションセミナーを企画して
西山 冴佳

2018年度、人間生活学科の新入生オリエンテーションセミナーは廿日市市のアルカディア・ビレッジで行わ
れました。施設は山の中で桜が満開できれいなところでした。当日は雨で室内のみの活動でしたが楽しく過
ごすことができました。
午前中は入学前課題の表彰、
自己紹介、学友会やサークルについての説明があり、午後からは2年生に
よるレクリエーションを行いました。
緊張していた1年生も徐々に周
りと話し始め打ち解けたように感
じました。特に絵描き伝言ゲームでは、各グループがみ
んなで力を合わせて答えを導き出し、
お互いの絆を深
めることができたのではないかと思いました。
私は今回2年生としてこのオリセミを企画し司会進
行も務めましたが、1年生ができたばかりの友達と笑顔
で話す姿を見て、今回のセミナーに参加して良かった
と感じました。
今回の新入生オリエンテーションセミナー、1年生の
皆さんは楽しんでいただけたでしょうか。
これをきっかけ
に皆さんの交友が深まることを願っています。

2018年 特論発表会を開催しました
2月9日
（金）
13：00より、2018年度特論発表を開催しました。
特論は学科の特徴のプログラムで、学科教員の指導の下、1年間にわ
たって調査・研究・抄録を作成し、
その成果を発表します。
今年は、高齢者の在宅医療の問題点やインスタグラム、
アニマルセラピー
など幅広い分野で、19演題の発表がありました。
学科教員、1年生、AO入試合格者も参加し、質疑応答・教員講評後、写
真撮影を行ないました。

食物栄養学科 栄養調理コース 2年 古田

4月8日に、宮島にて新入生歓迎オリエンテーションセミナーを開催しました。
あいにくの雨となりましたが、
「雨のほうが思い出に残るので、絶好のオリセミ日和」
という学科長あいさつの
お言葉通り、
ウォークラリーを楽しんで
くれている皆の姿を見ることができま
した。
杜の宿にて昼食後、学科の先生
方に関するクイズ大会や、
イントロクイ
ズを行いました。
どちらも、先輩、後輩の垣根を越えた盛り上
がりを見せてくれて、
スタッフとして嬉しく思いました。特にイ
ントロクイズでは、女同士の真剣勝負に、先輩後輩はもちろ
ん同学年の仲も深まったのではないでしょうか。最後は1年
生に2年生からの手書きメッセージのついたもみじ饅頭をプ
レゼントしました。嬉しそうに読んでいるのを見ることができ、
大きな達成感を感じました。
短い期間での準備は大変でしたが、充実した時間と思
い出を得ることができました。

卒業制作展および作品展

宮島サービスエリアメニュー

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・食品開発コース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。
また、
ひろしま地域食材PR推進事業参画試食展示会も同時開催しました。
お越しくださいました皆様ありがとうございます。
個人作品部門 理事長賞

個人作品部門 学長賞

資格の階段
人間生活学科医療事務情報コースでは、専門性を活かして医療界で活躍するための資格が取得でき、
「なりたい自分」
を実現
することができます。
医療機関での受付や会計の業務を主とする医療事務系では、
メディカルクラークや医療秘書実務士、医事コンピュータ実務課
程、
さらに介護事務の資格も取得できます。
診療情報系1は医療事務系の資格を基礎とし、電子カルテや医師事務作業補助実務士、難易度の高い診療報酬請求事務
能力認定試験にも挑戦します。
診療情報系2は専攻科に進学し、病院管理のできる診療情報管理士をめざします。

萌栞

個人作品部門 学長賞

製菓作品部門 理事長賞

広電宮島ガーデンと栄養管理コースの共
同開発「三女神〜みやじま御膳〜」が出来
ました。
若い女性の視点で考え、栄養バランスや
低塩にも配慮しました。
宮島サービスエリア
（下り）
レストランにて
販売中 是非ご賞味ください。

2018年
「新調理システム管理者」
講習会について
製菓作品部門 学長賞

グループ作品 同窓会会長賞

本学では「新調理システム管理者」講習会
ならびに資格試験を年に1度実施しております。
受講は3年以上の実務経験をもつ栄養
士、調理師、食品関係企業従事者を対象と
しており7月頃ホームページにて詳細を掲載
予定です。
どうぞこの機会に多数お誘いの上ご参加
されますようお待ちいたしております。

はなみずき

臨床検査学科
オリエンテーションセミナーを企画して
臨床検査学科 臨床検査コース 2年 中西 未久
2018年度のオリエンテーションセミナーは、宮島を訪問しました。今回は全学年が集まる数少ない機会を大
切にして交流を行ってほしいと考え、各学年
の混合グループを作り、問題を解きながら宮
島を散策してもらいました。宮島の散策が終
わると、学年を問わずに話している声が聞こえ
てきて嬉しく思いました。
昼食は、宮島にある
「包ヶ浦自然公園」で
バーベキューを行いました。
あいにくの雨でしたが、バーベキュー開
始の時には雨も弱まり、無事に行うことができました。各学年バラバ
ラで座ってもらい、更に交流を行いました。初めから楽しく会話をして
いるところが多くみられました。バーベキューの最中に1年生には簡
単なゲームを用意し、場も盛り上がり笑い声が響き渡りました。今年
は楽しく交流を行うことができたので、普段の学校生活でもお互い
が助け合って充実をした楽しい学校生活を送れたらいいなと感じま
した。

私 の就 職 活 動

第 4 6 号（ 6 ）

はなみずき

第 46号（ 7 ）

国家試験までの間、なかなか思うよう
に結果が出ず、本当に毎日が不安でし
た。それでも最後まで諦めずに成し遂げ
ることが出来たのは、互いに支えあい、励
まし合いながら一緒に頑張った友達がい
てくれたからこその結果だと思います。
ま
た、先生方や家族からの前向きで心強い応援にも、何度も救わ
れました。
こうして支えてくださった方々への感謝を忘れずに、
こ
れからは、臨床検査技師として頑張っていきたいと思います。

国家試験結果情報

2018年3月卒 横田 偲緒里
国家試験というプレッシャーに何度も
負けそうになり、人生で1番苦しい時期
でした。友人達と分からないところは教え
あい、挫けそうになった時には励まし合
い、国家試験に向けて勉強しました。受
験当日まで緊張しましたが今まで自分が
やってきたことを信じて精一杯の力を出せたと思います。最後
までやり遂げることができたのは友人、応援し続けてくださった
先生方や両親のおかげだと心から思います。感謝を忘れずに
臨床検査技師として頑張り、恩返ししていきたいと思います。

担任

岡村 美和

3年間の集大成である、第64回臨床検査技師国家試験の合格率は93.0％
（全国平均79.3％）
でした。
この3年間、
そ
れぞれに厳しく辛い時期がありましたが、最後は覚悟を決め、仲間とともに目標に向かって頑張り抜くことができた結果だと
思います。
これもひとえに、学生たちを見守り、支えてくださった保護者の皆様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。

第35回 広島県医学検査学会
（呉市）
で
発表しました

3年生

日臨技学生表彰を受賞して

笠原 愛梨沙

ヘマトキシリンに変わる代用色素，
セレスチン青染色の検討

2018年3月卒

大濵 恵

ヘマトキシリン・エオジン染色における
エオジンの染色性の検討

2018年3月卒

佐々木 優

学会発表等の活動実績が認められ、学科卒業式にて広島県臨
床検査技師会長より表彰状をいただきました。

食物栄養学科 栄養管理コース
2018年3月卒 益 優沙

■就職先／ストライプインターナショナル

■就職先／株式会社 錦水館

私はこの春から、株式会社ストライプイン
私は4月から
「株式会社錦水館」の調理師
ターナショナルで販売員として働いています。
として働いています。
就職活動を意識したのは、
１年生の２月に開催された就職活
就職活動を始めたのは、
夏の初め頃でした。
私は再入学制度
動体験報告会で先輩の実際の活動状況を聞いた時でした。 を利用して4年間短期大学に通い、
栄養士と調理師の資格を取
その時、先輩は一般企業を受けるなら、早めに動く方がよいと 得しました。友達の就職活動を見ていたため、
早いうちに計画を
おっしゃっていたのでそれを聞いてすぐに就職指導部を利用 立てて、
やりたいことを明確にしておいた方がスムーズに進むと思
し始めました。就職指導部の先生との相談を重ね、現在の職 い、
やりたいことをはっきりさせてから就職指導部へ相談に行きま
場を紹介していただきました。面接では、
３０時間の企業研究を した。早めに準備をして、
校外での実習に影響が出ないようにし
した結果のプレゼンが求められました。先生にアドバイスをして ました。特に苦手な面接練習には力を入れました。本番では緊
いただきながら作成し、面接を乗り越えることができました。初め 張して練習通りに話すことができませんでしたが、
練習のおかげ
は、
ファッション業界で、大人しい私がやっていけるか不安でし で慌てることなく、落ち着いていられたと思います。面接の雰囲
たが就職活動しながら少しずつ自信をつけていく事ができまし 気をつかむためにも一回は面接練習をするといいと思います。
た。就職活動は不安でいっぱいになると思いますが、一人で抱
私が今、
この場所にいられるのは先生方のおかげです。迷っ
え込まず周りの方に相談することが大切だと思います。悔いの たり、
不安を抱えていることがあったら、
先生方に相談してみてく
ないよう、就職活動頑張ってください。
ださい。
きっと笑顔で充実した大学生活を送れるはずです。

国家試験を終えて

2018年3月卒 山根 汀

人間生活学科 人間心理コース
2018年3月卒 棟田 満里奈

臨床検査学科 臨床検査コース
2018年3月卒 大上 真由子

専攻科
（診療情報管理専攻）
2018年3月卒 平野 佑実

■就職先／岩国市立錦中央病院

■就職先／社会医療法人清風会五日市記念病院

私は、3年生の夏休み明けまでは国家試
験対策を中心にしていたため、就職活動に
入ったのは3年生の9月頃からでした。他の学科の就職活動と
は時期が違っていたため、焦りはありませんでした。
もともと、
自
宅から通うことを考えていたため、通勤圏内で長く働ける病院
をリストアップし、計画的に進めることができ、11月に内定をいた
だくことができました。
現在勤務している病院では、検査全般の業務を行っていま
すが、私は生化学、血液、一般、生理機能検査などの一部の
検査を担当しています。
高齢化が進んでいる地域ということもあり、高齢の患者さん
が多く、声が届かない事や説明が伝わらないことで苦労するこ
ともあります。
しかし、検査全般を担当することで患者さんの様
子を直接見て、検査をし、結果を総合的に見て考えられること
にやりがいを感じています。一日も早く一人前になり、患者さん
に信頼される臨床検査技師になれるよう努力していきたいと
思います。

います。
就職は、診療情報管理士として働きたいと思っていたので
急性期病院を探していました。
タイミング良く今の病院から募集
があり、応募しました。
就職指導部の指導により履歴書を作成し、面接の練習もし
ました。
その後面接と筆記試験を受け、初めて応募した病院か
ら内定をいただき就職することができました。
入職後すぐに6日間の新人研修があり、宿泊研修や院内研
修、院外研修を行いました。研修期間中は、様々な職種の方と
一緒に行動するので、職種を越えて交流を深めることができま
した。
現在の業務は、会計書類の分別や時間外患者の会計、
ス
キャン業務、
カルテのファイル作成などを行なっています。今は
先輩から業務指導を受ける日々ですが、早く仕事に慣れ、職
場に貢献できるよう努力して行きたいと思います。

成 績 優 秀 者 表 彰
人間生活学科

私は、社会医療法人清風会五日市記念
病院の診療情報管理課医事係に所属して

食物栄養学科

●全国栄養士養成施設協会 会長表彰
●医療秘書実務士
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
食物栄養学科 栄養管理コース 阿部 小織
人間生活学科 医療事務情報コース 阿部 香菜子
●社団法人全国調理師養成施設協会 会長賞
●診療情報管理実務士
食物栄養学科 栄養調理コース 加土 美菜恵
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務情報コース 中元 裕理
●社団法人全国調理師養成施設協会 技能奨励賞
●医師事務作業実務士
食物栄養学科 栄養調理コース 德田 江莉
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務情報コース 清水 美紗 ●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 德田 江莉
●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 医療事務情報コース 廣山 笑加 ●日本フードコーディネーター協会 協会賞
食物栄養学科 食品開発コース 中西 唯奈
●メディカルクラーク
（日本医療教育財団表彰）
●フードスペシャリスト協会 表彰
人間生活学科 医療事務情報コース 宮田 咲笑
食物栄養学科 栄養管理コース 阿部 小織
●ピアヘルパー
●食品科学教育協議会 表彰
（ＮＰＯ日本カウンセラー協会長賞）
人間生活学科 人間心理コース
西尾 茉悠
食物栄養学科 食品開発コース 重津 七香

資格取得者数
資

格

栄養士免許

31

調理師免許

12

臨床検査技師

40

健康食品管理士

11

診療情報管理士

8

医療秘書実務士

23

診療情報管理実務士

23

診療報酬請求事務能力認定試験
ドクターズクラーク

2
6

医師事務作業実務士

19

情報処理士

16

介護保険実務士
介護職員初任者研修

1
7

ビジネス実務士

25

フードコーディネーター3級

12

フードスペシャリスト
新調理システム管理者

合格率

人数

9
27

食育インストラクター

8

フードサイエンティスト

3

（

93％
全国平均
79.3％

）

合格率

84.6％

（ 全国平均
80.1％ ）

はなみずき

臨床検査学科
オリエンテーションセミナーを企画して
臨床検査学科 臨床検査コース 2年 中西 未久
2018年度のオリエンテーションセミナーは、宮島を訪問しました。今回は全学年が集まる数少ない機会を大
切にして交流を行ってほしいと考え、各学年
の混合グループを作り、問題を解きながら宮
島を散策してもらいました。宮島の散策が終
わると、学年を問わずに話している声が聞こえ
てきて嬉しく思いました。
昼食は、宮島にある
「包ヶ浦自然公園」で
バーベキューを行いました。
あいにくの雨でしたが、バーベキュー開
始の時には雨も弱まり、無事に行うことができました。各学年バラバ
ラで座ってもらい、更に交流を行いました。初めから楽しく会話をして
いるところが多くみられました。バーベキューの最中に1年生には簡
単なゲームを用意し、場も盛り上がり笑い声が響き渡りました。今年
は楽しく交流を行うことができたので、普段の学校生活でもお互い
が助け合って充実をした楽しい学校生活を送れたらいいなと感じま
した。

私 の就 職 活 動

第 4 6 号（ 6 ）
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国家試験までの間、なかなか思うよう
に結果が出ず、本当に毎日が不安でし
た。それでも最後まで諦めずに成し遂げ
ることが出来たのは、互いに支えあい、励
まし合いながら一緒に頑張った友達がい
てくれたからこその結果だと思います。
ま
た、先生方や家族からの前向きで心強い応援にも、何度も救わ
れました。
こうして支えてくださった方々への感謝を忘れずに、
こ
れからは、臨床検査技師として頑張っていきたいと思います。

国家試験結果情報

2018年3月卒 横田 偲緒里
国家試験というプレッシャーに何度も
負けそうになり、人生で1番苦しい時期
でした。友人達と分からないところは教え
あい、挫けそうになった時には励まし合
い、国家試験に向けて勉強しました。受
験当日まで緊張しましたが今まで自分が
やってきたことを信じて精一杯の力を出せたと思います。最後
までやり遂げることができたのは友人、応援し続けてくださった
先生方や両親のおかげだと心から思います。感謝を忘れずに
臨床検査技師として頑張り、恩返ししていきたいと思います。

担任

岡村 美和

3年間の集大成である、第64回臨床検査技師国家試験の合格率は93.0％
（全国平均79.3％）
でした。
この3年間、
そ
れぞれに厳しく辛い時期がありましたが、最後は覚悟を決め、仲間とともに目標に向かって頑張り抜くことができた結果だと
思います。
これもひとえに、学生たちを見守り、支えてくださった保護者の皆様のご尽力の賜物と感謝申し上げます。

第35回 広島県医学検査学会
（呉市）
で
発表しました

3年生

日臨技学生表彰を受賞して

笠原 愛梨沙

ヘマトキシリンに変わる代用色素，
セレスチン青染色の検討

2018年3月卒

大濵 恵

ヘマトキシリン・エオジン染色における
エオジンの染色性の検討

2018年3月卒

佐々木 優

学会発表等の活動実績が認められ、学科卒業式にて広島県臨
床検査技師会長より表彰状をいただきました。

食物栄養学科 栄養管理コース
2018年3月卒 益 優沙

■就職先／ストライプインターナショナル

■就職先／株式会社 錦水館

私はこの春から、株式会社ストライプイン
私は4月から
「株式会社錦水館」の調理師
ターナショナルで販売員として働いています。
として働いています。
就職活動を意識したのは、
１年生の２月に開催された就職活
就職活動を始めたのは、
夏の初め頃でした。
私は再入学制度
動体験報告会で先輩の実際の活動状況を聞いた時でした。 を利用して4年間短期大学に通い、
栄養士と調理師の資格を取
その時、先輩は一般企業を受けるなら、早めに動く方がよいと 得しました。友達の就職活動を見ていたため、
早いうちに計画を
おっしゃっていたのでそれを聞いてすぐに就職指導部を利用 立てて、
やりたいことを明確にしておいた方がスムーズに進むと思
し始めました。就職指導部の先生との相談を重ね、現在の職 い、
やりたいことをはっきりさせてから就職指導部へ相談に行きま
場を紹介していただきました。面接では、
３０時間の企業研究を した。早めに準備をして、
校外での実習に影響が出ないようにし
した結果のプレゼンが求められました。先生にアドバイスをして ました。特に苦手な面接練習には力を入れました。本番では緊
いただきながら作成し、面接を乗り越えることができました。初め 張して練習通りに話すことができませんでしたが、
練習のおかげ
は、
ファッション業界で、大人しい私がやっていけるか不安でし で慌てることなく、落ち着いていられたと思います。面接の雰囲
たが就職活動しながら少しずつ自信をつけていく事ができまし 気をつかむためにも一回は面接練習をするといいと思います。
た。就職活動は不安でいっぱいになると思いますが、一人で抱
私が今、
この場所にいられるのは先生方のおかげです。迷っ
え込まず周りの方に相談することが大切だと思います。悔いの たり、
不安を抱えていることがあったら、
先生方に相談してみてく
ないよう、就職活動頑張ってください。
ださい。
きっと笑顔で充実した大学生活を送れるはずです。

国家試験を終えて

2018年3月卒 山根 汀

人間生活学科 人間心理コース
2018年3月卒 棟田 満里奈

臨床検査学科 臨床検査コース
2018年3月卒 大上 真由子

専攻科
（診療情報管理専攻）
2018年3月卒 平野 佑実

■就職先／岩国市立錦中央病院

■就職先／社会医療法人清風会五日市記念病院

私は、3年生の夏休み明けまでは国家試
験対策を中心にしていたため、就職活動に
入ったのは3年生の9月頃からでした。他の学科の就職活動と
は時期が違っていたため、焦りはありませんでした。
もともと、
自
宅から通うことを考えていたため、通勤圏内で長く働ける病院
をリストアップし、計画的に進めることができ、11月に内定をいた
だくことができました。
現在勤務している病院では、検査全般の業務を行っていま
すが、私は生化学、血液、一般、生理機能検査などの一部の
検査を担当しています。
高齢化が進んでいる地域ということもあり、高齢の患者さん
が多く、声が届かない事や説明が伝わらないことで苦労するこ
ともあります。
しかし、検査全般を担当することで患者さんの様
子を直接見て、検査をし、結果を総合的に見て考えられること
にやりがいを感じています。一日も早く一人前になり、患者さん
に信頼される臨床検査技師になれるよう努力していきたいと
思います。

います。
就職は、診療情報管理士として働きたいと思っていたので
急性期病院を探していました。
タイミング良く今の病院から募集
があり、応募しました。
就職指導部の指導により履歴書を作成し、面接の練習もし
ました。
その後面接と筆記試験を受け、初めて応募した病院か
ら内定をいただき就職することができました。
入職後すぐに6日間の新人研修があり、宿泊研修や院内研
修、院外研修を行いました。研修期間中は、様々な職種の方と
一緒に行動するので、職種を越えて交流を深めることができま
した。
現在の業務は、会計書類の分別や時間外患者の会計、
ス
キャン業務、
カルテのファイル作成などを行なっています。今は
先輩から業務指導を受ける日々ですが、早く仕事に慣れ、職
場に貢献できるよう努力して行きたいと思います。

成 績 優 秀 者 表 彰
人間生活学科

私は、社会医療法人清風会五日市記念
病院の診療情報管理課医事係に所属して

食物栄養学科

●全国栄養士養成施設協会 会長表彰
●医療秘書実務士
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
食物栄養学科 栄養管理コース 阿部 小織
人間生活学科 医療事務情報コース 阿部 香菜子
●社団法人全国調理師養成施設協会 会長賞
●診療情報管理実務士
食物栄養学科 栄養調理コース 加土 美菜恵
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務情報コース 中元 裕理
●社団法人全国調理師養成施設協会 技能奨励賞
●医師事務作業実務士
食物栄養学科 栄養調理コース 德田 江莉
（日本医療福祉実務教育協会表彰）
人間生活学科 医療事務情報コース 清水 美紗 ●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 德田 江莉
●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 医療事務情報コース 廣山 笑加 ●日本フードコーディネーター協会 協会賞
食物栄養学科 食品開発コース 中西 唯奈
●メディカルクラーク
（日本医療教育財団表彰）
●フードスペシャリスト協会 表彰
人間生活学科 医療事務情報コース 宮田 咲笑
食物栄養学科 栄養管理コース 阿部 小織
●ピアヘルパー
●食品科学教育協議会 表彰
（ＮＰＯ日本カウンセラー協会長賞）
人間生活学科 人間心理コース
西尾 茉悠
食物栄養学科 食品開発コース 重津 七香

資格取得者数
資

格

栄養士免許

31

調理師免許

12

臨床検査技師

40

健康食品管理士

11

診療情報管理士

8

医療秘書実務士

23

診療情報管理実務士

23

診療報酬請求事務能力認定試験
ドクターズクラーク

2
6

医師事務作業実務士

19

情報処理士

16

介護保険実務士
介護職員初任者研修

1
7

ビジネス実務士

25

フードコーディネーター3級

12

フードスペシャリスト
新調理システム管理者

合格率

人数

9
27

食育インストラクター

8

フードサイエンティスト

3

（

93％
全国平均
79.3％

）

合格率

84.6％

（ 全国平均
80.1％ ）
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2018年度

年間スケジュール

前期
4月 3日 入学式
6日 新入生
オリエンテーションセミナー
6月15日 スポーツ大会
8月 1日 前期定期試験（〜10日）
12日 夏季休業開始（〜9月20日）
22日 成績発表
23日 前期追再試験手続き
（〜24日）

10月20日 陽月祭（〜21日）

（〜１９日）
22日 後期追再試験

12月23日 冬季休業開始（〜1月6日）
1月 7日 授業開始

（〜２７日）
3月 8日 後期追再試験成績発表

31日 後期定期試験〜（2月8日）

16日 春季休業開始

卒業制作展および作品展
15日 成績発表

役 職 教 職員紹 介

平成29年度事業活動収支計算書（山陽女学園）
（H29.4.1〜Ｈ30.3.31）
（単位：千円）

科

鈴木 理

臨床検査学科長

谷口 薫

活

章 志華

食物栄養学科長

育

石永 正隆

人間生活学科長

石河 健

平成30年7月1日

臨床検査学科教授
臨床検査学科准教授
看護師
臨床検査学科講師

藤井
楾
安武
溝渕

仁人
清美
珠美
亜矢

科

目

固定資産

29年度末
3,889,723

有形固定資産
特定資産
その他の固定資産

流動負債

577,425

負債の部

4,874

目

固定負債

3,307,424

1,412,125

流動資産

科

225,828
合計

基本金

7,047,088

繰越収支差額

純資産の部

合計

5,301,848

533,037

合計

負債及び純資産の部 合計

△2,278,277
△2,278,277
4,768,811

5,301,848

321,482

管理経費

133,278

徴収不能額等
教育活動支出計
受取利息・配当金
その他の教育活動外収入

借入金等利息
その他の教育活動外支出

資産売却収入
資産売却差額
その他の特別収入
特別収入計

307,209

翌年度繰越収支差額

資産の部

29年度末

789,160

経常収支差額

事業活動
支出の部

負債・基本金・繰越収支差額の部

資産の部

1,330,179

教育研究経費

教育活動外収支差額
事業活動
収入の部

（H30．
3．
31）
（単位：千円）

45,209

人件費

教育活動外支出計

特 別 収 支

平成29年度貸借対照表（山陽女学園）

384,628
63,990

教育活動外収入計
事業活動
支出の部

〈採 用〉平成30年4月1日

臨床検査学科教授
西村 俊彦
臨床検査学科准教授 林田 静枝
臨床検査学科准教授 惠野村明美
臨床検査学科
藤本 富子
看護師
中濱 節子

付随事業収入

教育活動収支差額
事業活動
収入の部

〈退 職〉平成30年3月31日

事

教 育 活 動 外 収 支

人

迫 豊人

事業活動支出の部

谷口 菊代

算
820,683
1,902

経常費等補助金

教育活動収入計

事務局長

決

13,767

寄付金

雑収入

支

丸川 浩

学生部長

手数料

収

教務部長

学生生徒等納付金

動

専攻科長

事業活動収入の部

教

学長

目

資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額

0
1,243,920
86,259
275
0
275
2,380
0
2,380
△2,105
84,154
0
0
682
682
33,400
0
33,400
△32,718

［予備費］
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額

51,437
△43,335
8,102
△2,290,428
4,049
△2,278,277

（参考）
事業活動収入計

1,331,136

事業活動支出計

1,279,699

※財務関係書類につきましては、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。

山陽女子短期大学

〒738-8504 広島県廿日市市佐方本町1-1
TEL
（0829）
32-0909 FAX
（0829）
32-0981

http://www.sanyo.ac.jp
発行責任者

印刷

15日 卒業式

2月10日 食物栄養学科
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2月18日 後期追再試験手続き

9月21日 後期授業開始
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後期

9月 2日 聖湖マラソン
3日 前期追再試験（〜７日）
9日 地方保護者会
（福山・周南）
14日 前期追再試験成績発表

はなみずき

石永 正隆

株式会社インパルスコーポレーション

