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紅葉の新宿キャンパス



　本学の環境問題に対するアプローチは、設備の面だけで

はありません。現代社会に対し強い問題意識を持つ人材育

成にも力を入れています。そのために、教育効果の高いエコ

啓発型の企画も実施しています。

　一例として、目白学園の学生・生徒が自主的に企画・実

践する環境プロジェクトを支援する「ECOアクション」が挙

げられます。今年度は、学生食堂で出た廃油を使ってキャン

ドルを作り、キャンパスに灯りをともす「キャンドルナイト・

プロジェクト」など、前年の応募数に比べて倍増となる10

件の企画が採択されました。学生・生徒の関心も高まって

おり、身近な実例から環境問題を考えるきっかけ作りを促

す成果を挙げています。

　新宿キャンパス内に造成されたビオトープ（右上参照）も、

緑化することだけが目的ではなく、動植物との豊かな触れ

合いをもたらし、環境保全の大切さを学生・生徒らに伝え

るという教育効果を生んでいます。また、目白研心中学校・

高校では、校舎南側の歩道に日射しを遮るゴーヤを植栽。

昨年は実ったゴーヤを生徒たちが収穫し、中高のカフェテ

リアでランチメニューの1つとして提供され、好評でした。

　学園内に留まることなく、環境に関する地域社会との連

携も積極的に行っています。目白大学教員が各地の高校に

赴き講義を行う出張授業・公開授業に「環境分野」を設定し

ているほか、社会学部地域社会学科が開催する地域フォー

ラムでは、「3.11以後の環境

問題を考える〜行政・企業・

大学の取り組み〜」と題したシ

ンポジウムを開催しました。さ

らに、新宿タカシマヤとコラボ

レーションし、環境をテーマと

したゆかたファッションショー

に参加（左記参照）するなど、

学園の枠組みを超えた新た

な機会も増えつつあります。

　環境への取り組みとして最も必要なのは、「エネルギー

をムダにしない」「自然環境を大切にする」などの努力を重

ねていくこと。目白学園では「環境宣言」に基づき、設備の充

実・教育効果の向上など、教職員から学生・生徒まで学園

を挙げて今後も継続的に環境対策を進めていきます。

　目白学園は2011年4月、『目白学園環境宣言』を発表し

ました（ホームページで公開中）。「人類共通の最重要課題

である地球環境の保全と環境問題の解決に教育研究をは

じめとするあらゆる活動を通じて貢献するため、学園全体

の主体的・自覚的な活動を組織的かつ計画的に推進する」

との理念を表明し、これに基づくさまざまな環境対策を施

設と啓発企画の両面から実践しています。

　施設面では、環境に配慮した設備の導入が進んでいま

す。教室の空調を一括管理する空調集中制御システムを採

用し、利用者が各室で操作する室温設定を制限できるよう

にしているほか、ガスや灯油などの燃料や電気ではなく大

気の熱を利用してお湯を沸かすヒートポンプ式給湯器も採

用。新宿図書館アネックスでは、化石燃料使用率の低い夜

間電力を使い、夏は氷・冬は温水として蓄熱槽に熱エネル

ギーを蓄えて昼間の空調に利用する「氷蓄熱システム」を設

置しています。

　これらの設備の目的は、言うまでもなく省エネルギー化。

学内で使用する電力や燃料の消費量を極力抑制し、エネル

ギー使用の効率化・健全化を促すだけではなく、二酸化炭

素（CO2）や窒素化合物といった温室効果ガスの排出量低

減にも貢献しています。

　目白学園では「目白学園環境宣言」に基づき、施設・設備の省エネルギー化や意識向上を目的とし
たイベント企画など、年度ごとに計画を立て、さまざまな活動を実施しています。地球環境問題の解
決に向けて、持続可能な循環型・低炭素社会を実現することは、現代人の共通の課題と言えます。
　ここでは、地球環境と低炭素社会への貢献に努める目白学園の環境への取り組みを紹介します。

さまざまな省エネルギー設備
CO2削減にも貢献

地域社会との連携も緊密な
意識向上を図る環境対策企画

学園を挙げて取り組む

進化するエコキャンパス
自然との共生について学べるビオトープを造成

省エネルギー対策
●太陽光発電ソーラーシステム
●集中制御空調システム
●LED照明など省エネ照明
●人感センサー、自動調光
●ヒートポンプ式給湯器
●氷蓄熱システム
●風力発電

緑化対策
●屋上緑化
●ゴーヤによる壁面緑化
●透水性インターロッキング
●700種の樹木管理、緑化
●ビオトープの造成

ゴミ・環境対策
●ゴミの分別
●喫煙所以外の全面禁煙
●海水にがり主成分の散布剤
（グラウンドの砂埃対策）

●UVカット窓ガラス
（本の変色を防ぐ紫外線よけ）

リサイクル対策
●再生紙の導入
●天然石けんの使用
●空き缶回収装置
●中水道システム
（雨水の再利用）

屋上緑化
ヒートアイランド現象の緩
和のため、新宿キャンパス
10号館屋上を緑化してい
ます

太陽光発電
ソーラーシステム
岩槻キャンパス本館屋上
には、約500枚のソーラー
パネルが並んでいます

透水性
インターロッキング
学 園 内の 通 路 に採 用
し、雨水を土壌に還元し
ています

キャンドルナイト・プロジェクト
約300 個の手作りキャンドルが、夕方
からのキャンパスを優しく照らします

緑（ゴーヤ）のカーテン
日射しを遮り、節電に貢献。ゴーヤは収
穫しておいしくいただきます

　「目白学園環境行動計画」の一環として新宿キャンパスに造成
されたビオトープ（生物社会の生息空間のこと）。小川の周囲には
多様な水辺の草花が植えられ、メダカやオタマジャクシなどの水
生生物が豊かな生態系を作っています。また、水の流れを作る動
力の一部に風力発電を利用。川や土、植物の造成で二酸化炭素
排出の抑制につなげるとともに、自然との共生や自然エネルギー
の活用についても学べる教育効果の高い空間となっています。

　7月22日（日）、新宿タカシマヤで目白大学の学生、職員をモ
デルとしたゆかたファッションショーが開催されました。エコで涼
しい夏のファッションとしてゆかたを提案する新宿タカシマヤか
ら、環境問題に積極的に取り組んでいる本学にオファーがあり、
エコロジーを呼びかける共同企画が実現。当日は学生らが浴衣
姿とともに、環境について記した自作のメッセージボードも披露
しました。参加した学生は

「仕立て直したり手ぬぐ
いにしたり、リメイクでき
る浴衣はすごくエコ」と話
すなど、環境問題への関
心をいっそう深めた様子
でした。

氷蓄熱システム
夜間電力を利用して熱エネル
ギーを蓄え、昼間の空調に活
用するシステムです

目白学園の環境対策（抜粋）
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新宿タカシマヤとコラボレーション

“ゆかた de クール”ファッションショーに参加

地域フォーラム
地域社会学科が環境問題をテー
マに公開シンポジウムを開催
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近藤智講師によるリワー
クデイケアの様子

　「産学連携」とは、民間企業（＝「産」）と大学（＝「学」）が共同で研究活動や事業活動などを行うこと。政府や自治体（＝
「官」）なども加わり、「産学官連携」と呼ばれることもあります。教員の最新の研究成果を産業界におけるニーズとマッ
チングさせて実用化を図り、社会に役立たせることは、大学が研究機関として果たすべき重要な社会貢献でもあります。

平成24 年中に本学が出展した産学連携イベントと出展一覧

学術研究による社会貢献を目指す

　今年9月27日（木）・28日（金）の両日、有楽町の東京国

際フォーラムで「イノベーション・ジャパン2012」が開催さ

れました。大学などの研究者がその英知を注いでいる研究

活動を出展し、その研究内容に関心を持った企業や公的機

関を募り、技術開発や共同研究の発展に結び付けようとす

るイベントで、毎年2〜3万人もの来場者が集まります。出

展するためには、主催者による厳格な事前選考を受けなけ

ればなりません。

　この国内最大級の産学連携イベントに、今年初めて、本

学からも複数の教員がチャレンジ。その結果、作業療法学

科の近藤智専任講師が推進する「企業等で働くうつ病休職

者の客観的判定方法と復職支援の開発」が選考を通過し、

　近藤講師は今年1月末にさいたまスーパーアリーナで開

催された「彩の国ビジネスアリーナ2012」にも同研究を出

展（表–❶参照）。このとき、研究テーマの類似性や内容に注

目した立教大学の研究チームから共同研究の申し出があり

ました。「唾液の成分からうつ病者の回復状態を判断する」

という、国際学会でも高い評価を得た最先端研究を中核と

するこの共同研究で、近藤講師は臨床研究のコーディネー

ターとともに復職プログラムの効果評価など3つのプロ

ジェクトを担当しています。本学の研究出展が新たなステッ

プへと結びついた好例と言えるでしょう。

　こうした学外イベントへの研究出展や他機関との連携活

動は、教員個人の努力だけでなく大学全体でのバックアッ

プも不可欠です。本学では今年4月、大学事務局に「研究支

援グループ」という専門部署を新設。教員の学術研究環境

を整備し、社会への発信活動を推進する態勢を強化してい

ます。近藤講師によれば、「『イノベーション・ジャパン』の選

考通過は、研究支援グループの細かなアドバイスに拠ると

ころが大きかった」とか。

　教員にとっても、自身の研究成果の拡大や社会的活用の

機会を経験することは、新たな研究意欲へと繫がるようで

　こうした産学連携による研究活動の進展は、学生に対す

る教育の高度化にも繫がります。近藤講師いわく「最近のう

つ病について講義で具体的に伝える機会が増えたせいか、

私のゼミの学生も毎年、うつ病休職者が抱える不安や患者

を支える家族の役割などを卒業研究のテーマに選んでい

ます」とのこと。教員が実社会に役立つ先端研究を通じて

学生への教育にも好影響を与えることは、大学人としての

理想的な姿であり、本質的な社会貢献とも言えます。

　今年11月にさいたまスーパーアリーナで開催される大型

の産学連携イベント「コラボさいたま2012」には、再出展に

挑む原田准教授を含め本学から3名（4件）が出展します（表

–❸参照）。研究支援グループの青木雄二マネジャーは「こ

れからも多方面での産学連携の機会を捉えて、本学の強み

を活かした研究活動の支援とその発信を強化していく方針

です」と宣言。目白大学の先生は学生指導に日々情熱を注ぐ

一方で、こうした全学的な研究支援態勢の下、社会に役立つ

新たな学術研究にもその英知を傾けているのです。

全国から厳選された300点の研究成果の1点として出展

を認められました（表–❷参照）。

　近藤講師は4年前から横浜市の医療法人と協働して、う

つ病休職者に特化したリワーク（復職）デイケアを開設。企

業の人事部門や産業医と連携しながらリワークプログラム

を実施し、160名近い休職者のうち、92％の復職を成功

させてきました。

す。「彩の国ビジネスアリーナ」に「英会話力養成システム作

成についての研究」を出展した作業療法学科の西方毅教授

は、「将来、この新しい指導法を学校教育へと結びつける

ためにも、企業での人材育成システムとして実用化にこぎ

つけたい」とのこと。「認知行動療法による禁煙・断酒指導

プログラムの開発」を出展した心理カウンセリング学科の

原田隆之准教授も「ニコチン依存度チェックや問題飲酒度

チェックを行うなど、人目を惹くような出展方法を考えて、

さらに研究を進めて再チャレンジしたい」と、次の機会への

強い意欲を見せています。

イベント名 担当教員 出展内容

❶
彩の国ビジネスアリーナ
2012

（平成24年1月実施）

原田 隆之（心理カウンセリング学科 准教授） 認知行動療法による
禁酒・断酒指導プログラムの開発

西方 毅（作業療法学科 教授） 英会話力養成システム作成についての研究

近藤 智（作業療法学科 専任講師） 企業で働くうつ病休職者の
復職支援の研究及びその利用について

❷ イノベーション・ジャパン2012
（平成24年9月実施） 近藤 智（作業療法学科 専任講師） 企業等で働くうつ病休職者の

客観的判定方法と復職支援の開発

❸ コラボさいたま2012
（平成24年11月開催予定）

原田 隆之（心理カウンセリング学科 准教授） 認知行動療法による禁煙・節酒プログラムの開発

張 元宗（社会情報学科 教授） 平均と分散に順序制約がある場合の2 つの正規母集
団の平均の推定問題

坂田 英明
（言語聴覚学科 教授／目白大学クリニック院長）

①目白大学クリニックの社会貢献
　～乗り物酔い、宇宙酔いの克服をめざして～

②新生児聴覚スクリーニングを国内外の全新生児に
～先天性サイトメガロウィルス感染症検出キットの

開発と母子手帳の電子化にむけて～

国内最大級の産学連携イベント
「イノベーション・ジャパン」に初入選

研究活動の支援部門を新設して
産学連携活動を全学的にバックアップ

学生への教育にも好影響
大学人としての本質的な社会貢献

今年1月に出展した
「彩の国ビジネスア
リーナ2012」

　「現代のうつ病は職場環境に由来するものが多くなって

いますが、その病態は多様化しており、うつ病により休職を

余儀なくされた者を一企業が医学的に管理したり復職評価

をしたりすることには、さまざまな限界があります。そのた

め、リワークプログラムを行う専門の医療機関等による活用

が求められるのだと思います。『イノベーション・ジャパン』

への出展が認められたのは、そうした企業活動上の近年の

需要と私の研究がマッチしていたこと、そして現実に一定の

成果を挙げてきたことも一因だと考えています」（近藤講師）

社会に役立つ先端研究を発信して
産学連携をバックアップ

「イノベーション・ジャパン
2012」で研究内容を説明
する近藤講師（右）
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目白研心高校野球部、公式戦初勝利！

　7月13日（金）、明大球場（府中市）で行われた夏の高校野球
の東東京大会2回戦で、目白研心高校が東京学芸大学附属高
校と対戦。3対2で劇的な逆転勝利を収め、平成21年の男女
共学化と同時に誕生した硬式野球部は、創部4年目で悲願の
公式戦初勝利を挙げました。
　試合は2回、学芸大附に1点を先制されたものの、5回裏に
田中優馬君（1年）が鮮やかなスクイズを決めて同点に。終盤の
8回裏には大場拓真君（1年）のレフト前タイムリーヒットでつ
いに勝ち越しました。最終回、粘る学芸大附の反撃で1点差に
詰め寄られましたが、1年生エースの宮沢和希君が要所を締
める好投で後続を抑え、見事な完投勝利。その喜びを選手
と分かち合うかのように、スタンドに詰めかけた応援団から
は、目白研心の勝利を讃えて校歌が声高らかに歌いあげられ
ました。

2012.6.20
第44回 高校合唱発表会を開催
　練馬文化センターで第44回高校合唱発表
会が行われ、全17クラスが歌声を披露した。
金賞には2年1組の「心の鐘」が、銀賞には3
年4組の「Let's search for Tomorrow」が、銅
賞には3年6組の「secret base ～君がくれた
もの～」が輝いた。1年生にとっては初めての
合唱発表会だったが、練習の成果を発揮し、
堂 と々歌うことができた。

2012.8.24－26
チアリーディング部が
Japan Cup 2012 で上位入賞
　国立代々木競技場で開催された Japan 
Cup 2012 チアリーディング日本選手権大会
の部門別日本一決定戦において、本校は高等
学校部門で準優勝、中学校部門でもＡチーム
が第6位に入賞した。高校生はパーフェクト
な演技を、中学生も会場から歓声が沸き起こ
る演技を披露し、大きな達成感と喜びを実感
した大会となった。

2012.9.15－16
目白研心中学校・高校文化祭

「桐陽祭」を開催
　豪華絢爛をテーマに「桐陽祭」が実施され

た。中学生は校外学習レポートや合格祈願神
社、高校生は林間学校で作成した作品や模
擬店など、クラスごとに個性を活かした展示
を行った。部活動では、文化部は作品の展示
や体験会、演奏を行い、運動部は公開試合や
公開演技、体験会を行うなど、部活の魅力を
アピール。１日目が902名、2日目が1,532
名とたくさんのお客様や受験生の方々にご来
場いただき、大盛況のうちに幕を閉じた。

2012.6.27
岩槻キャンパスで献血を実施
　埼玉県赤十字血液センターの協力のもと、
岩槻キャンパスで初めての献血が実施され
た。医療系キャンパスらしく、日中の短時間に
もかかわらず献血申込者は86 名に達した。
医療を志す学生たちに、善意によって支えら
れる献血も医療の一端であると学んでもらう
ことを目的としており、参加した学生にとって

TOPICS

中学校・高校

大学・短大・大学院

は、医療従事者側の視点から献血を考える貴
重な機会となった。

2012.8.11－12
「オープンキャンパス」と
「学びフェスタ」を同日開催
　2012年度の第3回・第4回オープンキャ
ンパスが、2日間にわたり開催された。今年
度は、大学・短大で全104講座の模擬授業
を展開する初のイベント「学びフェスタ」を同
日に実施。学びフェスタでは、受験生が興味
のある講座に積極的に参加し、全ての回で受
講者が100 名を超える学科もあった。今回、
初めて実施した「学食体験」も大盛況で、どの
メニューも「美味しい」と好評だった。新宿・
岩槻両キャンパス合わせ、2日間で約5,000
名にご来場いただき、本学の魅力を存分に感
じてもらうことができた。

2012.9.27－28
平成24年度秋季学位授与式を挙行
　9月27日（木）に岩槻キャンパス、28日（金）
に新宿キャンパスにおいて、平成24 年度秋
季学位授与式が執り行われた。卒業生は、新
宿・岩槻両キャンパス合わせて大学院9 名、
大学31名、短期大学部2名の計42名。授与
式の後は、お世話になった先生方と話をした
り記念写真を撮ったりと、それぞれ思い出を
語り合い、目白大学での学生生活を振り返っ
て、和やかな時間を過ごした。

　続く文教大学付属高校との3回戦は0対2で惜敗しました
が、公式戦初挑戦でコールド負けを喫した昨夏からの大きな
成長を実感させてくれた2試合でした。勝利の喜びを知った目
白研心ナインは、すでに来年を見据えて、日々の練習に励んで
います。

　目白大学は平成6年（1994）の誕生以来、急速な成長
と積極的な変革を続けてきました。平成26年（2014）に
は創立20周年となり、2

ハ タ チ

0歳を迎えます。
　この節目を機に、創立からの20年間で築き上げてきた
目白大学の魅力と、目白大学で自主的にアクションを起こ
している学生たちを紹介していく「ハタチアクション（略し
て“ハクション”）Project」がスタートしました。
　まずは、「目白大学の DNAを探ろう」と称して、学生た
ちによるワークショップを開催。当日集まった、学科学年
を越える約60名の学生が本音で意見を出し合い、目白大
学の魅力を再確認しました。これらを「ハタチアクション
Project」という冊子にまとめ、受験生を中心に配布して
います。
　次に、webサイト「ハタチのチカラ」を立ち上げ、各方面
で積極的にアクションを起こしている学生たちを紹介。活
動を通して彼らやその周囲にどのような変化が起きたの
か、体験レポートを掲載しています。
　ほかにも、オープンキャンパスで目白大学の歴史や成長
を紹介するパネルの展示や、新宿キャンパスの主要駅とな
る池袋駅や新大久保駅での広告活動を展開。受験生や保
護者の方をはじめ、学外の方からの関心も高まっています。
　近づきつつある2

ハ タ チ

0歳を前に、エネルギッシュで若い活
力だからこそできる色々な“ハクション”を起こしていく予
定です。お楽しみに！

20歳

受験生からの
反応も上 ！々

大迫力の新大久保駅巨大看板

大正12年に目白大学の前身である研心学
園を創設
昭和5年には目白商業学校（現、目白研心
中学校・高等学校）を、昭和38年には目白
学園女子短期大学（現、目白大学短期大
学部）を開設

新宿キャンパスに、人間社会学部心理カ
ウンセリング学科・メディア表現学科・社
会情報学科を設置

経営学部経営学科を設置
新宿キャンパスに初めて男子学生が入学

新宿キャンパスに外国語学部英米語学
科・アジア語学科を設置
岩槻キャンパスに保健医療学部理学療法
学科・作業療法学科を設置
新宿＝文系、岩槻＝医療系としてキャンパ
スの機能分化を開始

岩槻キャンパスに看護学部看護学科、保
健医療学部言語聴覚学科を設置

人間社会学部を人間学部と
社会学部に改組

創設より20年を迎える

大正12年
（1923）

〜

昭和38年
（1963）

誕生

5歳

6歳

8歳

11歳

12歳

13歳

14歳

15歳

18歳

ハタチ！

平成12年
（2000）

平成14年
（2002）

平成17年
（2005）

平成18年
（2006）

平成19年
（2007）

平成20年
（2008）

平成21年
（2009）

平成24年
（2012）

平成26年
（2014）

目白大学 ハタチのあゆみ

「ハクションProject」始動！

平成6年
（1994）

平成11年
（1999）

目白大学大学院創設
国際交流研究科を設置

目白大学を創設
埼玉県に岩槻キャンパスを開設し、人文
学部地域文化学科・言語文化学科を設置

岩槻キャンパスに
目白大学クリニックを開設

埼玉県和光市に3番目のキャンパスとして
国立埼玉病院キャンパスを開設

現在に至る
在学生数は6,040人に（5月現在）

「ハクション Project」冊子1アクション

特別サイト 「ハタチのチカラ」2アクション

駅貼りポスター3アクション

目白大学

20
周年企画

さまざまな学生の体験レポートを掲載

http://mejiro20th.jp/project/

6

kiri
public information

7

kiri
public information



　松﨑さんは現在、茨城県の古河赤十字病院で作業
療法士として勤務しています。普段の業務は、脳血管
障害や怪我などによって身体に障害を負われた成人
の患者さんに対する、日常生活でのさまざまな作業を
通じた心身のリハビリや治療が中心です。「その方の
人生に関わり、寄り添うことのできるこの職業に責任
とやりがいを感じる」とか。
　そんな松﨑さんが在学中に執筆した卒業論文（卒
論）がきっかけとなって、今年8月、「目白発達キャンプ」
と称するイベントが岩槻キャンパスで行われました。
ADHDなどの障害を抱える子どもたちに欠けがちな
“できる喜び”や自尊心などを、合宿活動を通して喚起
していこうという包括的な治療プログラムです。
　もともと子どもが好きで、障害を抱えた子どもたち
の教育に興味を持っていたという松﨑さん。卒論で
は、発達障害児を対象にアメリカで盛んに行われ、日
本でもNPO 法人で採り入れられているキャンプ形式
の治療方法「サマートリートメントプログラム（通称
STP）」を分析し、作業療法士の視点から改変を提案。
作業療法学科の他にも理学療法学科・言語聴覚学科
を擁する本学の特色を活かした新たなプログラムの
必要性を提唱しました。

　近年注目されている、注意欠陥多動性障害（ADHD）や
学習障害（LD）といった発達障害。これらのハンディキャッ
プを抱える児童を対象に、この夏、岩槻キャンパスで包括的
治療を目的とした新しいプログラムが実施されました。既
存のプログラムに作業療法士の視点をプラスして生まれた
この「目白発達キャンプ」、ベースとなったのは、昨年春に作
業療法学科を卒業した松﨑大貴さんの卒業論文です。
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古河赤十字病院 作業療法士
保健医療学部作業療法学科
平成23年3月卒業

﨑
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発達障害児の治療について
本学ならではの新規プログラムを提唱

卒論のプランが1年後に現実化
後輩や大学にも貴重な経験をもたらす

　この卒論に、ゼミの指導教員だった仲本なつ
恵教授が注目。小児神経科医として発達障害児
とその家族に長く関わってきた仲本教授は、発
達障害児への新たなアプローチ手法として、松
﨑さんの提案と発達分野に詳しい他の教員の
知識や経験をもとに、作業療法の要素を採り入
れた独自プログラムの開発に取り組んだので
す。それから1年近くの間、社会人になったばか
りの松﨑さんも月に一度のペースで仕事の合間

卒
論
か
ら
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ま
れ
た
プ
ロ
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ム
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後
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や
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校
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ッ
プ
ア
ッ
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を縫って母校に足を運び、企画を進めてきました。
　「今の職場では子どもと関わる機会がありませんか
ら、子ども好きな私にとってすごくありがたいお話で
した。普段の治療面でも役立つスキルアップが望める
と思い、参加させていただきました」
　こうして実現した目白発達キャンプは8月23日〜
26日の4日間、公募で参加した小学2〜 5年生の児
童4名を対象に実施。1コマ60分の授業や、ボラン
ティアの在学生が企画した革細工などのレクリエー
ションのほか、土曜日の夜は岩槻キャンパス内で宿泊
して、調理実習や花火、キャンプファイヤーも行いまし
た。松﨑さんは、怪我人や体調不良のお子さんが出ず、
みんなが楽しんでくれたことをまず喜びつつも、保健
医療学部の各学科や看護学部から20名以上の在学
生が参加したことに、特に大きな意義を感じたと強調
します。
　「後輩の積極的な姿勢と強い熱意に、『自分も負け
てはいられない』と良い刺激を受けました。また、在学
中は小児を対象とした実習をなかなか体験しにくい
ので、今回のプログラムは作業療法士を目指す在学生
にとっても貴重な経験になったはず。作業療法士を育
成する母校のカリキュラムに今後、良い影響があるの
であれば、卒業生としてもとても嬉しいです」
　在学中に書いた卒論がゼミの指導教員の心をとら
え、1年をかけて新規プログラムの実現に結びつき、
後輩に貴重な経験値を与え、母校のカリキュラムへも
新たな示唆をもたらした松﨑さん。心理面での刺激だ
けでなく、現在の仕事や今後のキャリアステップに関
して、自分自身で得たことも多かったようです。
　「子どもに対する関わり方はさまざまな形で役に立
つことを学びました。今の職場では成人向けの作業
療法に携わっていますが、子どもに対するコミュニ
ケーション方法や課題の考え方、ご家族への対応など
は、成人の治療にも応用できることが多いと感じてい
ます。そして、いずれは子どもの治療やリハビリにも関
わっていきたい。そのためにも、今回得た収穫や反省
を踏まえて、まずはより良い2回目のキャンプが開催
できるように努力していきたいと思っています」

在学生と「目白発達キャンプ」の
打合せをする松﨑さん（左）
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