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　4月16日（水）晴天の中、多数の学生と教職員

が参加して行われました。今回は、新校舎完成

後初めての訓練であり、新校舎からの避難訓練

を中心に実施し非常時の迅速な対応・行動を確

認することができ、有意義な機会となりました。

　現代社会は、予期せぬ火災や想定される地震

など様々な危険に取り囲まれています。「いつ・

どこで・どのような災害が、どの程度で発生す

るか」分かりません。日頃からの防火・防災意識

をしっかり持ち、備えることが大切です。

　訓練は、学校、自宅、職場、外出時などいろ

いろな場面で役立つものです。その成果を生か

して安全・安心な生活を常日頃から心がけてく

ださい。

防災レクチャー

救助袋を使った
脱出降下訓練

非常階段からの避難

消火器取り扱いの指導

自衛消防訓練自衛消防訓練
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第55期生卒業にあたり

　平成26年3月1日、第55期生卒

業証書授与式が挙行されました。

　会場であるリーガロイヤルホテル

東京の窓から素晴らしい庭園を眺め

ながら感慨深いものがこみ上げてき

ました。

　思い起こすのは東日本大震災で

す。入学準備を進めていた2011年

3月11日、震災が発生しました。そ

の直後に入学してきた学生達です。

交通網が遮断され、学生証の発行日

や入学式に参加できるかどうかわか

らないという連絡を受けました。皆

入学できたことが本当に嬉しかった

ことを覚えています。

　2年次の1泊旅行は被災地の見学

を行いました。学生から「今行かな

くてどうするんですか」という言葉

に押され、学生と共に計画実行。被

災地の現実に衝撃を受け、早期の復

興に期待を寄せました。

　そんな55期生が卒業しました。3

年間担任し、勉強させて頂きました。

自分にできることは何かを深く考え

させられた3年間でした。　

　石塚寛校長先生から卒業証書およ

び専門士の称号を授与されたみんな

の顔は緊張、笑顔、涙、それぞれに

輝いていました。

平成25年度 第55期

卒  業  式
平成26年3月1日

　卒業証書授与式に続き、謝恩パーティ

が始まりました。緊張が解け、安堵した

表情の卒業生達の本領発揮です。

　先生方へ3年間の感謝の思いを込めて

卒業生達がビール片手に挨拶、記念撮影、

仲間たちとの思い出話、クラスごとのス

ライドショーは会場中大盛り上が

りでした。

　理事長、校長・担任を始め教職

員に感謝を込めた花束贈呈へ進

み、恒例となったスローガンの唱

和をもって閉会、楽しい宴は瞬く

間に過ぎて行きました。

 （教員　渡邉和雄）



3

平成26年7月1日	 浪越学園だより	 第9号

　宿に着いたら旅行恒例の

大宴会です。旅行委員長の

絶妙な司会で進められ、歌

や漫才の披露などもありま

した。クラスや昼夜を超え

て語り合い、笑い、交流を

深めていました。宴会終了

後は自然と各クラスでどこかの部屋に集まっていま

した。誕生日祝いで盛り上がるクラス、学生生活を

振り返り本音トークに涙するクラス、朝まで休むこ

となくお酒を交わしていたクラスなど、様々に過ご

していました。

　2日目は自由行動でした。前日のお酒が残っている

ようでしたが、各自、松阪牛を食べに出かけたり、レ

ンタカーを借りて遠出をするグループもありました。

　最終日、旅の疲れもあったのか名古屋までのバス

の中はすっかり寝静まっていました。帰りの新幹線

も静かかな？と思いましたが、その頃には元気を取

り戻していて、旅の最後まで賑やかな雰囲気のまま

でした。卒業旅行が終わったら、2日後に卒業式を

控えています。もうすぐ別々の道を歩むことになる

仲間との別れを惜しむ気持ちがあったのではない

しょうか。

　3年間という学生生活は、卒業後の人生からする

と非常に短い期間なのかもしれませんが、勉強、実

技、学校行事など、苦楽を共にすることで仲間との

絆を深めてきたのだと改めて感じました。

（教員　田中智子）

 　2月25日～ 27日にかけて、卒業旅行で伊勢に行っ

てまいりました。

　つい3日前に国家試験を終えたばかりで、1年間

のプレッシャーから解放されたせいか、久しぶりに

心からの笑顔が見られたように思いました。

　一行は新幹線で名古屋まで行き、そこからバスで

伊勢神宮へ向 かいました。車中ではバスガイドさん

が自己紹介する段階から盛り上がっておりました。

ガイドさんは非常に熱心に三重県について語ってく

ださったので、皆しっかりと耳を傾けていました。

　しばらくして伊勢神宮に到着。杉の木が立ち並ぶ

境内を外宮から内宮と回りました。2013年10月に

式年遷宮を迎えましたが、まだ取り壊していない古

い社殿が残っていました。この時期のお伊勢参りは、

花粉症の人にとってはつらい場所でもありますが、

新旧の社殿を同時に見ることができたので、鼻水・

鼻詰まりに耐えて歩いた甲斐がありました！

　1月25日（土）3年生の国家試験合格を願って

近所の大黒天に合格祈願に行きました。

　ここ数年恒例行事となっており、多くの学生さ

ん、教職員が参加します。

　本堂に上がり住職から祈祷を受けるだけでな

く、学生さんも声を出してお経を読み上げます。

一心に読経していくうちに自然と入学式からここ

までの長かったようであっという間の3年間の思

い出が頭をよぎります。

　神聖なお寺の本堂に上がってお経を読むという

普段味わうことの無い経験に、学生さんも祈祷後は

気持ちが晴れやかになったように見受けられました。

　また大黒天での祈祷の後は全員で伝通院に徳治

郎先生の墓参に行きました。

　受験も大詰めを迎えなにかと気持ちが落ち着か

なくなりがちなこの時期に、心を落ち着けるよい

機会になったように感じました。                     

（教員　髙橋雄輔）
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　平成 26 年４月５日 土曜日、第 58 期 

入学式が挙行されました。今年度は、近

年の式場として通例となっていた茗渓会

館が都合により使用不可能となり、急遽

本学の校舎で行うこととなりました。突

然の式場変更でしたが、教職員が一丸と

なり、本校舎の３階教室を温かみのある

ものに仕上げることができました。

　平成 25 年 7月に念願の

新校舎が竣工し“指圧と学校”

が未来へ向けてますます発展

するための礎を築くことがで

きました。

　本校では、この慶事を祝して学校旗を新調致しま

した。これは学校を象徴するものであり、入学式、

卒業式など公式行事に花を添えることになりますの

でご覧ください。

　本校では、この慶事を祝して学校旗を新調致しま

学校旗
が

学校旗
が

新しくなりま
した新しくなりま
した

 当日は新入生の保護者ならびに親族の

来場が多く、晴れやかな式場は喜びあふ

れる熱気に包まれました。新入生宣誓に

おいては、宣誓者自身の境遇に基づく決

意が表明され、列席者全員の心を強く打

ちました。

 第 58 期生が３年後、どの様な指圧師と

なって卒業していくのか…。筆者も担任

の一人として楽しみであるとともに、改

めて重責を自覚する一日となりました。

                           （教員 本多 剛）

55期生、国家試験を受験
平成26年2月22日（土）

　55期生が第22回国家試験に臨みました。今年は

大正大学と文京盲学校に分かれての受験となりま

した。それぞれの想いを胸に3年間の成果を遺憾

なく発揮してくれたと思います。

試 験 科 目

医療概論（医学史を除く）、衛生学・公衆衛生学、
関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医
学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、
東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ
指圧理論及び東洋医学臨床論
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●新校舎

　6階にあるラウンジは広さも充分にあり、ゆった

りとした空間で学生たちの憩いの場となっていて、

昼夜間部問わず誰とでも話が出来るとても風通しの

良い場所と好評です。

　9階の自習室はテーブルにパーテーションが付い

ているものもあり「とても集中して勉強できる。」と

いうたくさんの声が上がりました。

●本校舎

　特に多かったのは、実技室が広くなり、周りをあ

まり気にせず修練できるようになったこと、座学も

一人一人充分なスペースがあって、より勉強に集中

できるようになったとの満足の感想です。

　新しい環境の中での学園生活も早半年が経ち、学

生皆が仲間との交流や、勉学、修練に深みを持てる

ようになったのだなぁと改めて実感いたしました。

3B　星野喬一

　夏の気配が漂い始め、新校舎で過ごすようになり

早くも半年が過ぎました。

　初めの内は、新たなシステムに戸惑いを感じたも

のですが、だいぶ慣れてきた方も多いように思いま

す。新しく取り入れたラウンジや自習室では各々が

談笑や勉学に興じる姿が良く見られます。　

　ラウンジには喫煙室が設けられ、よく訪れる先生

方に質問したりなど学年や学生か教諭かの関係なく

一種の交流の場となっています。自習室は個人のス

ペースが確立しており、静かな環境で己の勉強に集

中することができ、評判も高いです。

　一方、本校舎は４階が指圧道場として、新たな修

練を積む場となりました。

　新校舎は空調の調整が難しい等の声も多く問題を

抱えていることも多いです。しかし、そういった浮

き彫りになった問題を学校全体で討論しよりよい学

校にできたらと思います。

                        3A　磯　祐香

　新校舎には、本校舎に無かったラウンジや自習室

などがあり、私は良く利用させてもらっています。

仕事が中途半端な時間に終わる日は、授業が始まる

まで本を読んだり食事をしたり、自由気ままに過ご

しています。一日の中で一番ほっとするひとときで

す。そういう場所が校内にあるのはとてもいい。い

つも助かっています。

　しかし、新校舎の唯一の難点はエレベーター。呼

んでもなかなか来てくれない。せっかちな私は、し

びれを切らして階段を使うこともしばしば。最初の

頃は、横目でエレベーターをにらみながら階段へ向

かっていましたが、最近このことに関して考えを

変えてみました。『このエレベーターは私の運動不

足を解消してくれるありがたい存在なのだ』と……。

気分が軽くなりました。体重も軽くなることを期待

している今日この頃です。

3C　三宅今日子

新校舎、
リニューアルした本校舎を
使用してみて

　新校舎が工事中のときは興味津々でした。学校の

将来展望は？、科は増えるのかな等、想像を巡らせ

ていました。今後、学校が益々発展して欲しいと願っ

ています。

　校舎完成後は、新しく出来た自習室でクラブ活動

の後勉強ができ、ウトウトすることも多いですが時

間を有効に使っております。ラウンジは、私達夜間

部の生徒にとっては仕事と学業のわずかの合間に食

事をしたり、おしゃべりもできとっても助かってい

ると感じております。他の学年、クラスの人とも顔を

合わせられる良い空間です。教員室は成績の悪い私

にはただでさえ入りにくい存在です。それが地下に

なり、秘密のアジトのようで、「気軽に来てくださ

い。」と言われても、ますます入りにくく……残念。

それでも最近は新校舎に慣れて、全て当たり前のよ

うに過ぎています。

 3D　蛤谷一通
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　3月13日から3月19日まで、5泊7日でハワイ

大学解剖実習に行ってまいりました。参加者は

学生30名と引率、そして現地合流した海外組を

合わせて総勢45名。ハワイのおおらかな空気は、

クラスや学年、国籍の垣根を軽々と越えさせて

くれて、みんながファミリーとなりました。

　解剖実習はハワイ大学の先生方の親切で熱心

なご指導により、とても充実した時間となりま

した。これまで学んだことを確認し、これから

学んでいくべきことを認識し、あらためて指圧

と医療に取り組む覚悟ができたのではないかと

思います。

　自由行動の日は各々がハワイを満喫し、忘れ

られない時間を過ごしたようです。

　今、この実習を振り返り感じるのは大地と人

の温かさです。まさにアロハの心は母心です。

（教員　黒田美稚子）

実習場所のハワイ大学医学部（John	A.	Burns	School	
of	Medicine）の前で

自由行動の日にはハワイを満喫！

無事研修を修了しました

第13回
ハワイ大学
解剖学研修旅行

平成26年7月1日	

第13回
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り、4月19日のフライトまでに、

修練会に4 ～ 5回は参加したの

ではないでしょうか。

　感謝と感激の言葉を頂きまし

たが、チームワークをもって支

えた学生たちは偉いなあと思い

ました。

　また、お願いします。学生の

みなさん。(^_-)  

（事務局　佐野雅博）

フランスからは
整形外科医の
ブルーノ・サブレ氏

　平成26年4月11日（金）、フラン

スのベルジュラック市の開業医

で、合気道５段の知日家ブルー

ノ・サブレ氏が来校しました。サ

ブレ氏はたびたび来日して指圧

療法の医学有用性と実践、専門

の整形外科との関わりについて

深い関心を持ち、長い歴史と経

験に基づく東洋医学の系譜に属

する日本独自の手技療法である

指圧の現代医療への応用やその

可能性を研究しています。

　指圧実技の指導を受けるため

２年ぶりの訪問となり、氏の真

摯な受講姿勢は、学生への確か

なメッセージとなりました。

 （事務長 増田正二）

イタリアからも
7名のお客様

　平成26年3月26日（水）午後、

リタ・オラジィ氏とイダ・プジィ

オーニ氏等イタリア指圧セラピ

ストの一行7名が、新校舎と本

校舎を見学されました。

　皆様は、ローマ市にあるパロ

ンビーニ氏の学校に学び、本校

とも数十年前から親交を持って

きました。

　長年の希望がかない初来日さ

れ、日本の春を楽しみ、旅のフィ

ナーレとして指圧発祥の地・本

校の修練会で指圧を体験し、帰

途につかれました。

　学校の長い歴史と海外交流を

実感できた出会いとなりました。 

 （事務長　増田正二）

イタリア指圧セラピストの
皆さんとともに

ニカラグアから
来校されました

　平成26年3月27日（木）、ニカ

ラグアからBerri（ベリー）さん

が治療センターを訪れました。

スペイン出身の彼女がその地の

指圧学校で指圧を習ったのは15

年前だそうですが、愛情と情熱

は大変なものを持っていると感

じました。その間、指圧の本山

である本校に来るのが、大きな

夢だったそうです。

　念願の指圧治療を受けた後、

学校を案内しました。修練会の

話には、目の色が変わり、強い

希望で参加されました。

　15年のキャリアを持つ彼女

を紹介すると、指圧を教えよう

と思っていた学生たちもびっ

くり。

　その日終わってみますと、技

術もさることながら、たくさん

の友達もゲットし、学生たちに

囲まれている幸せそうな彼女が

いました。

　地方観光後、また東京へもど

Guests from Abroad

海外関係
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ました。5月に撮影現場、群馬県宝

川温泉での撮影に参加し徳三郎役の

菅登未男さんに指導致しました。菅

さんの顔や親指の特殊メーク、指

圧の“スローガン”のシーン、胸像も

見事に再現され本当

に感動しました。撮

影の間、ハードスケ

ジュールで疲れてい

る主演の阿部寛さんに指圧をする機

会があり、施術後、「疲れがとれま

した」と大変喜んでいただけました。

6月に日活撮影所で再会した時

にもお礼を言われ、映画宣伝で

は「指圧」をアピールしてくだ

さいました。日本では4月26日

ロードショー、大ヒットいたし

ました。今後は海外でも公開す

るそうです。この様な「指圧」の普

及は祖父徳治郎が一番喜んでいるで

しょう。            （教員　浪越雄二）

　昨年、浪越徳治郎（本編では徳三

郎）の指圧シーンを撮影するために、

映画会社より技術指導の依頼があり
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寄附金のお願い
　新校舎建設に伴う施設設備取

得及び教育研究の維持向上資金

として平成25年1月から寄付金

募集をお願いしたところ、本学

園関係者各位からの多大なるご

理解とご支援を頂戴しました。

心より御礼申し上げます。

　今後とも、教育機器整備等の

教育環境改善に取り組んで参り

ますので、皆様の変わらぬご支

援を宜しくお願い致します。

　なお、第1期として平成25年

7月末日までの御芳名銘板を新

校舎1階エントランスに掲出し

ました。第2期

として平成26

年7月末日まで

の御芳名掲出

を予定してお

ります。
新校舎1階の第1期銘板

平成27年度 入試日程 （平成27年4月入学）
試験区分 出願期間 入学選考日

社会人入試 平成26年 8 月 28 日（木）～ 9 月 4 日（木）平成26年 9 月 7 日（日）

推 薦 入 試 平成26年 9 月 29 日（月）～ 10 月 2 日（木）平成26年 10 月 5 日（日）

一 般 入 試
［第一次募集］

平成26年 10 月 31 日（金）～ 11 月 6 日（木）平成26年 11 月 9 日（日）

一 般 入 試
［第二次募集］

平成26年 11 月 20 日（木）～ 11 月 27 日（木）平成26年 11 月 30 日（日）

一 般 入 試
［第三次募集］

平成27年 1 月 8 日（木）～  1 月 15 日（木）平成27年 1 月 18 日（日）

特 別 入 試 平成27年 1 月 29 日（木）～  2 月 5 日（木）平成27年 2 月 8 日（日）

新校舎が出来て初めての「ゆび祭り」です。

本校舎では例年通り、チャリティー指圧・座

位指圧・喫茶・鉄板焼き・イベント等を開催！

新校舎では、学校説明会を開催いたします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

日時： 平成26年7月19日（土）
 10：00 ～ 16：00
場所： 日本指圧専門学校
 本校舎及び新校舎

「学校説明会」同日開催
時間：11：00 ～／14：00 ～
場所：新校舎
詳細はHPにてご案内します。


