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人はみな有形無形の数々の恩恵を享受し　今の自分がある
この偉大なはからいに目覚め　深い感動と感謝の念から発す
る豊かな心と情熱をもって　人の幸せを願い行動するとき
われわれは社会に貢献することができる

～「ありがとう」に出会い気づき 感動・感謝の行動から
また新しい「ありがとう」が生み出されていく～

建学の精神「感恩」
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新しい仲間（新入生、新任教職員）、皆さま「学園にようこそ！」
　今春の学園一番桜は3月19日に咲きました。 例年のように勾玉橋西側のソメイヨシノでした。春
の訪れとともに、新しく学園の“仲間”になられた学生・生徒・園児（以下、学生と称す）、教職員の
皆さま、「玉手山学園にようこそ！」。 皆さまは縁あって学園に集まられました。学園（仲間）を愛し、
ここ柏原の街に親しみ、何よりそんな自分を愛し豊かな学園生活を送ってください。

学園は私学　建学の精神は「感恩」、　“ありがとう”を大切に
　玉手山学園は本年創設71周年、誇りとする建学の精神「感恩」が、学園の教育研究活動の基盤、
出発点となっています。豊かな感性で“何の、どうして「ありがとう」なのか”に気づき自分の言葉で
自分流の「感恩」を持ち「ありがとう」を大切にする、そんな学園生活を送ってください。

高い志（夢）、なりたい自分に近づくために“学ぶ”
　入学式で「学べる幸せ、学ぶ責任、学ぶ喜びについて改めて気づき目覚めてほしい！」と話をしま
した。このことは、いろんな機会に幾度も述べています。それほど修学に大切なことであり、われわ
れ教職員の仕事は一人でも多くの学生たちに、このことに目覚めてもらうことなのです。学園はなり
たい自分に近づくところです。そのために今自分がすべきこと、できることを実直に実践していく、
その大きな一つが「学ぶ」ということなのです。“学び”に夢中になればなるほど、その喜び・責任・
幸せを実感します。学生のみなさん、ぜひ自分を磨き素敵な人になっていってください。今、これと
いった夢がないという学生もおられるでしょう、いまから夢を見つけて下さい、作ってください。そ
して最初の一歩を踏み出しましょう。
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答えは明快、「小さいころからの夢だったから…」　卒業生たちの頑張りは、われわれ教職員に大きな
刺激、活力を与えてくれます。 在学中の皆さんにとっても、頼もしく大きな頼れる存在です。

“福科大”附属総合リハビリテーション診療所を開設
　大学は今年（2013年）の秋に、総合リハビリテーション診療所を開設します。地域貢献、大学教育・
研究の質向上、学生の実習指導を目的としています。街の皆さんに“この診療所があってよかった”と
思ってもらえたら最高です。これも学園、大学の大切な使命・役割の一つなのです。でも一番の願い
は、玉手山学園の学生の存在が、この街の喜び・誇りに思われることです。学園とは学生の存在その
ものであり、皆さんが主役なのです。

教職員は支援（手伝う）まで、修学成就は学生本人の努力　
　教職員の仕事は、学生たちが一人でも多く笑顔で卒業式を迎えられるよう一生懸命、誠実に支援す
ることで、そこまでが限界です。修学成就は学生本人の努力の成果です。まずは真面目に出席し、授
業を受けることが基本中の基本です。苦労の末に国家試験に合格した人は、胸を張って言えばいい、「私
は人の何倍も時間をかけて勉強し試験に合格しました。」と。われわれ教職員の責務は学生の修学の
お手伝いを誠実にすること、成就は学生本人の責任です。

豊かな心 高い志の育成　学園ビジョンの一番
　玉手山学園のビジョンの第一番目は、豊かな心と高い志の育成です。どうすればいい？ 難しく考
える必要はありません。笑顔、あいさつ、優しさを大切にし、仲間たちと夢を語り合うことがその出

大学サッカー部のユニフォームに「感恩」の文字！

なぜマーシャル諸島に？
小さいころからの夢だったから…
　マーシャル諸島を地図で見つけて下さい。（北緯15°東
経165°付近）　そこで福科大福祉栄養学科の卒業生が管
理栄養士として働き、現地の子どもたちに食育指導をして
います。なぜ彼女は自ら進んで未知の地に行ったのか？ 

発点です。この基本、当たり前のことをぜひ実践してみ
ましょう、爽やかな気持ちになれますから。このことは
われわれ大人にも全く共通していえること、いくつに
なってもいつまでも大事なことなのです。玉手山学園の
学生や教職員といえば「笑顔とあいさつ」がまず思い浮
かぶ、そうなればとても素晴らしいと思います。ぜひみ
んなで、目を輝かせ夢を語り合う豊かな学園生活を送り
ましょう。　学生のみなさんは、未来社会の宝物です。

経営理念とビジョンは玉手山学園ホームページからご覧いただけます。
ぜひご確認ください。 http://www.houjin.fuksi-kagk-u.ac.jp/vision/index.html

スクールバスがリニューアルしました

玉手山学園広報　Vol.72  3

大学サッカ 部のユニフォ ムに「感恩」の文字！



　3月10日（日）、専門学校最後の卒
業証書授与式が挙行され、引き続き閉
校記念式典・懇親会が行われました。
　同窓会会長の呼びかけにより172
名の同窓生が集まり受付・誘導・写真
等の手伝いを頂いた他、ご家族・来賓・
現旧教職員を含め400名あまりの出
席者を得ました。
　閉校記念式典では各学科長への花束
贈呈の後、理事長自ら作成されたスラ
イドが上映されました。
　学園本館での懇親会では、同窓生と
先生方との再会を喜び合う楽しいひと
時でした。

学園
スト ックヒ

関西医療技術専門学校閉校記念式典関西医療技術専門学校閉校記念式典
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専門学校進路状況専門学校進路状況
　平成24年度専門学校の就職内定率は98％。詳細は別表の通りです。国家試験は、理学療法学科が
100％合格を果たすものの、作業療法学科では残念ながら2名の不合格者が出ました。
　専門学校が閉校し、これが最後の卒業生となりました。
　理学療法学科16年、作業療法学科15年の平均合格率は下記の通りです。

学科名 性別 病院 老健 企業 診療所 総計 内定率

理学療法学科 男 7 1 1 9 100%女 15 1 1 1 18

作業療法学科 男 5 1 6 96%女 18 2 20
総　　　計 45 3 1 4 53 98%

就職内定率（平成24年度）

学科名 本校 全国平均
理学療法学科 100% 88.70%
作業療法学科 93% 77.30%

国家試験合格率（平成24年度）

学科名 受験者総数 本校 全国
理学療法学科 561名 98% 92%
作業療法学科 437名 97% 87%

国家試験合格率（平均合格率）

スクールバスリニューアル！スクールバスリニューアル！

　平成25年4月1日より近鉄バス㈱に外部委託し、本学園のスクールバスが新しくなりました。バス
5台全て新しいラッピングの新車になり、路線も従来のJR高井田駅、そして近鉄道明寺駅から近鉄
古市駅に変更となり、新しく近鉄河内国分（関西福祉科学大学前）駅から学園までの３路線になりま
した。学生･生徒の皆さん、新しいスクールバスでの通学で学園生活を楽しんでください。
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幼稚園で食育体験幼稚園で食育体験
～管理栄養士の卵たち～～管理栄養士の卵たち～

　福祉栄養学科の食育活動の一つに、学園内附
属幼稚園と連携した食育があります。昨年秋に
は園児が掘ったさつま芋でスイートポテトの
クッキング(年長組)、1月には「野菜となかよし」
(年中組)をテーマに生の野菜に触れたり、野菜
のトランプなどを行いました。園児は五感を
使っての体験に目をキラキラさせて取り組んで
くれました。学生はこの食育を通して多くのこ
とに気づいて学びを深め、達成感は更なる学習
意欲に結びついているようです。

かがやく笑顔 きらめく個性かがやく笑顔 きらめく個性
関女★保育フェスタ！関女★保育フェスタ！

　

　保育科では「造形作品展」と「定期演奏会」
を“保育フェスタ”と改め、楽しみながら成果を
発表する学生主体の活動として毎年実施してい

ます。平成24度は 定期演奏会が11回目とな
り、実施日を別にした造形作品展も近隣の子ど
もたちの参加により、あたたかい雰囲気でワー
クショップを楽しむことができました。今年度
は平成25年11月23日に「造形作品展：本学
保育実習室」、平成26年3月1日に「定期演奏
会：柏原市リビエールホール」で開催いたしま
すので、ぜひみなさまご来場ください。

高等学校制服が変わりました！高等学校制服が変わりました！

　平成25年4月より、「今までの伝統を重んじ
つつ、凛として気品のあるもので、長く親しま
れるもの」をコンセプトに新制服が誕生しまし
た。男女とも冬服のジャケットは濃紺、シャツ・
ブラウスは薄ブルーグレーのピンストライプ柄
が特徴です。夏服は、男女とも半袖白とブルー
のシャンブレーが特徴の爽やかなシャツでノー
ネクタイとなっています。女子のスカートは、
冬夏とも3色のボーダー柄からなる美しいシル
エットのものとなっています。学園内で高等学
校の新しい制服をぜひご覧下さい。
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関西福祉科学大学関西福祉科学大学
附属総合リハビリテーション附属総合リハビリテーション

診療所開設予定診療所開設予定

　関西福祉科学大学では、社会に必要とされ愛
される学園を目指し、地域貢献、教育・研究の
質向上、実習施設機能を目的として、平成25
年9月に関西福祉科学大学附属総合リハビリ
テーション診療所の開設を予定しています。
　本診療所は、医療を通して、地域・社会の皆
さまの幸福・平和で豊かな生活の構築に寄与し
たいと考えています。
　また、学園第2駐車場跡地への診療所建築工
事も進めています。

新柏原市長 中野氏を表敬訪問新柏原市長 中野氏を表敬訪問
　

（写真　左から）吉田副市長・中野市長・江端理事長・江端常務理事

　平成25年4月9日（火）中野柏原市長あてに
江端理事長、江端常務理事による表敬訪問を行
いました。
席上、江端理事長から、本学地域連携の重要性
に関し、今後とも地域のニーズと本学のシーズ
を上手く連携していきたいとの話がありました。
これを受けて、中野市長からも、柏原市にある
本学及び大阪教育大学と地域が一体となって連
携し、できる事業から推進していきたい、本学
には大いに期待している旨の話がありました。

平成24年度永年勤続表彰式平成24年度永年勤続表彰式
　平成24年度表彰として、勤続25年1名、勤
続15年10名の方々に、学園より表彰状の授与
と記念品の贈呈をおこないました。対象者の皆
様方におかれましては、今までのご経験を活か
し、次に続く新たな学園の歴史に向けて、更な
るご活躍をお願いしたいと思います。

学生赤十字奉仕団感謝状授与学生赤十字奉仕団感謝状授与

　平成24年12月月5日（月）エル・おおさか
（大阪府立労働センター）において献血推進協
力団体等に対する感謝状贈呈式が行われ、関西
福祉科学大学と関西女子短期大学の学生で組織
する玉手山学生赤十字奉仕団が多年にわたる赤
十字事業の進展に貢献したことに対して日本赤
十字社大阪府支部長より感謝状を頂きました。
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先先生生ををごご紹紹介介ししまますす

幼稚園
主任

大西  英子

1. 園児や教師、実習生の指導と園の運営にかかわっています。本当は、かわ
いい子どもたちに囲まれ、またフレッシュな先生方と触れ合うことで私が
元気をいっぱいもらっています。

2. 母が田舎の幼稚園教師でした。母が楽しそうに語る姿や、幼稚園で颯爽と
がんばる姿を見て、幼稚園の先生って楽しそう！と子どものころから思っ
ていました。

3. 体を動かすこと。本を読むこと。しかし時間がないことを理由に、余りス
ポーツらしきことをしていません。趣味は読書…？お風呂の中で本を読む
のが大好きです。

4. なが～い実践経験を通して、保育の意味をもう一度、問い直したくなりま
した。学生に戻って、学び直したいと思います。もちろん仕事と健康が第
一ですのでマイペースで頑張ります。

高等学校
教頭

尾﨑  雄作

1. 私は生徒には算数と言っていますが、「数学」です。なぜか「算
さん

数
すう

」のほ
うが数学というより響きが好きなのは私だけかも知れませんが？

2. 文系科目が大の苦手たったので、それ以外の体育を選ぶか、数学や理科を
選ぶかで悩みましたが、最終的には、あまり覚えることのない「数学」を
選びました。

3. スポーツですが最近はあまり体を動かす機会がなくなりました。健康のた
めにもなにか新しいことに挑戦しようかと思っています。

4. 高等学校の教員として本校にお世話になり３４年の「中古良品」です、少
し古くなっていますが、これからも「初心忘れず」、なんにでもチャレン
ジしたいと思っています。

１. ご専門をお聞かせください。
２. ご専門に進まれるきっかけを教えてください。
３. 趣味はなんですか？
４. 今後の抱負をお聞かせください。

次回は、大学・短大の先生をご紹介します。次回は、大学・短大の先生をご紹介します。
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