
  
 亀田医療大学は、多くの方々にご支援を頂き、昨年の4月に開学することができました。当校を
信頼して入学してくださった1期生と共に、試行錯誤の1年間でした。長かったようにも感じますし、
瞬きの様な1年間だった気もします。課外活動や大学祭も、たった84名の学生が一丸となって取

り組み、大きな成果を上げたことが、学生たちにとって自信と誇りにつながったと思います。これも、
一体となって取り組んでくださった教職員は基より、様々な形でご支援・ご協力くださった地域の
皆さまのおかげであり、心より感謝申し上げます。 
 本年度は、学生会館が完成し、学生食堂や多目的ホール等の環境が整います。特に学生食堂
「亀ママキッチン」は鴨川商工会議所女性部の有志の皆さまが、美味しい「おふくろの味」を提供
してくださることとなりました。このことは、遠方から来ている学生たちの食生活の充実や栄養管
理にも、大きく貢献して頂けるものと期待しています。 
 本年度は2期生を迎える中、教職員も新たに13名入職され、28名体制となりました。そして、2年
生は本格的な看護の勉強が始まります。中でも実習室を使用しての実践的な技術の修得に入り、
また1歩、看護師への階段を上がります。まだ、歩き始めたばかりの大学ですが、持ち前のチャレ
ンジ精神と柔軟性を大切に、より良い大学作りを目指していきたいと思います。 

「亀田医療大学開学 1年目を迎えて」 
学校法人鉄蕉館理事長 
   亀田 省吾 
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開学して1年、この1年間のことを在校生の保護者の皆さまを始め、新たに入学される 
2期生とそのご家族の皆さんにも知って頂きたく、大学だよりを発行いたします。 
 

ごあいさつ 

 新入生の皆さん welcome  to  亀田医療大学！当大学への入学おめでとうございます。皆さ
んが、沢山ある看護大学の中から、本学を選んでくださったことを大変うれしく思います。 
 そして、1期生の皆さん、いよいよ待ち焦がれていた実習が始まりますね！昨年1年間の成長を
頼もしく思っていましたが、今年は、さらに飛躍した皆さんに会えることを期待しています。 
 本学は、他の看護大学にも負けない素晴らしいカリキュラムと、ユニークな教育体制が整ってい
ます。また、学生の成長を母のように応援し、温かく見守ってくださる地域の人々など、数多くの
サポートもあります。このような環境の中で、将来専門職者を目指す者として皆さんには、懸命な
努力と忍耐力、そして責任が求められますが、大学生としての誇りと楽しさを味わって頂ける機会
も多くあります。本学にて、皆さんには、豊かな人間性と高い実践能力を併せ持つ看護師を目指
し、思う存分、学修して頂きたいと思っています。そしてそのような皆さんを、私たち教員と職員で
支えていきます。 
 南房総の明るい太陽の下に集まった未来の看護師を、大切に育てていきたいと思います。 

「2期生を迎えて」 亀田医療大学 学長 
 クローズ 幸子 
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4月 

一年行事表 
 

85名の一期生が入学しました。（女性70名、男性15名/  
県内48人、県外37名） 関東をはじめ青森・宮城・福島 
や長崎・宮崎など18都県から集まりました。 
 

◆入学式 

◆新入生オリエンテーション 

◆新入生レクリエーション 
各ゼミでチームとなり、力を合 
わせて試合を行いました。 
 
 

◆鴨川市津波避難訓練 
7月 

市民の皆さんと共に津波避訓練 
として、大学の屋上へ避難する 
訓練を実施しました。 
 
 
学生会館の工事が始まりました。 
25年度には学食・部室・ホール 
が出来上がります！ 
 
 

◆学生会館工事着工 

10月 

◆前期終講 夏季休暇 

◆後期開講  

◆火災訓練  
鴨川消防署の協力を得て、避難訓練指導と共に、消火器の使い方
や 、 安 房 地 域 の 防 災 に 関 す る 説 明 を し て 頂 き ま し た 。 

 
 
 

 

11月 

◆亀田祭  
全てが一から手作りの亀田祭が開催されました。みんな、イキイキ 
と楽しんでいましたね。大勢の地域の方たちも来場くださいました。 
 
 
 
 

2013年1月 

看護体験 ・ 模擬授業 
バザー・ 模擬店 
ゼミ発表 ・ 弓道部演舞 
 
 
 
 

など 
 
 

2月 
◆後期終講  

試験お疲れ様でした。 
4月にまた、元気な顔を見せてください。次年度は忙しくなりますね。 
 
 

2012年3月  
◆開学セレモニー 

試験が終わったら、夏休み♪ 
 
 
 

◆亀田典子氏講演会 

8月 
◆オープンキャンパス  
オープンキャンパスには総勢約500名の方にご参加いただきました。 
 
 
 
 

亀田における看護学校創設で 
尽力された、理事長のお母様 
の典子さんにお話頂きました。 
題名「よろこばれるよろこび」 
 
 
 

◆後期試験  

履修する講座の説明を受けました。 

◆学食試食会 

5月にオープンする学食の試食会が行われま

した。その際に学食の名前とロゴが募集され、
「亀ママキッチン」に決定しました！ 
 
 



いよいよ、2013年度より実習が始まりますね！ 

ユニホームもとても似合っています。 

今年は、先輩として新1年生をリードしてあげてくださいね。 3 
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将来 

生活 

勉強・大学 

趣味・課外活動 

1期生にアンケートを実施。亀田医療大学の印象に残ったことや、今後の抱負を聞いてみまし
た。 

  1位 施設  新しいからきれい、絨毯張りで豪華、広くて機能的、など 

  2位 人  先生が熱心で優しくて面白い！、など 

  3位 カリキュラム  他大学にはないカリキュラムが魅力的、1年生からある少人数制ゼミが良い、など 

  3位 学内環境  ラウンジや自習室もあるし、新しくできる学生会館が楽しみ、など 

  5位 地域環境  海が近い、空気が美味しい、食べものが美味しい、地域の人が優しい、など 

  1位 オルタナティブセラピー   6位 解剖学 

  2位 人間機能学   6位 物理 

  3位 病態学   6位 コミュニケーション・人間関係論 

  3位 哲学   6位 文化人類学 

  5位 体育   6位 倫理 

1位はオルタナティブセラピーでした。アロママッサージやアートインホスピタルなど代替医療に興味を持った学生が多かったようで
す。 
2位は人間機能学です。さすが！未来の看護師たちは人体構造にとても興味を持って、また学ぶことを楽しんでいるようです。 
「医療を学べるってことが嬉しい」という意見もありました。どの講義も共通しているのは、大変だけど、学ぶことを楽しんでいること
ですね。 

勉強が忙しい看護学生ですが、みんな上手に息抜きが出来てい
るみたいです。中でも海でマリンスポーツを楽しんだり、のんびり
散歩したり、鴨川の海を満喫しています。 
また、「地域の人が優しい」「地元の食事が美味しい」など、鴨川で
の生活になじんでくれているのも嬉しいですね。1年住めば、もうみ
んな鴨川っ子ですよ☆ 
その他に面白いものでは、「時間がゆっくり流れる」「お金の減りが
遅い」など、確かにそうかも（笑）と思うコメントが。。。 

今一番興味あるのが趣味や課外活動でした。勉強も
がんばる！私生活も充実！でいいですね。 
大学生活については「2年生になることが楽しみ♪」
という意見も。 
勉強面では、留学や語学研修について考えている
人も多くいました。 

1週間平均勤務日数 3.1日/週 
1週間平均勤務時間数 12.2時間/週 
1ヶ月平均賃金 38,548円/月 

まだ、余裕のある1年次にアルバイト 
をしている人も半数以上います。 
飲食店で働いている人が半数以上 
でした。 
ひとり暮らしの学生には、賄い付 
きバイトが一番魅力的なようです。 

ちょっと変わったバイトでは、 
エンターテイメントで着ぐるみ 
のバイトなんてのも!   
なかなか、重労働なお仕事で 
すね（汗） 



一番多いのが、お弁当持参でした！みんなどのような 
お弁当食べているんでしょう～ 
大学でパン購入派も多いです。 
今年度は、学食も出来てレパートリーが広がりますね。 

豪華に1,000円程度の人から自宅派は0円までと幅広いです。 
一番多い層は500円程度で、多くの学生は300円から500円程度の 
ようです。 
今度、学食が出来上がったら、丁度予算内で食べられそうですね。 

夕食は
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3% 夕飯も自炊派が多いですね。一人暮らしの

学生が多いので、皆で鍋囲んだり、楽しく
やっているみたいです。 
週4回以上が約60％ほどですので、一人暮

らしの人はほぼ自炊ですね。ご家族の方も
安心してください。 
得意料理で多かったのはオムライス・肉じゃ
が・煮物・パスタでした。他には牛乳と生ク
リームのスープやトマト系煮込みが得意って
人も。おいしそう～～～ 

 ひとり暮らしで自立できるようになった    15票  人との付き合いに積極的になった  2票 
 内面的成長、心が豊かになった    10票  性格が丸くなった、人を思いやれるようになった  2票 
 自分の考えや視野を広げることができた、 
 達観  できるようになった 

 6票  ひとり暮らしでお金のやりくりができるようになった  2票 

 進んで勉強するようになった  5票  栄養バランスなどの自己管理    2票 
 家事が上手にできるようになった  4票  協調性      2票 
 人に感謝できるようになった（特に両親）  3票  趣味の範囲が広がった  2票 

その他 

海外に行く、海外旅行    10票 
留学      6票 
色々な人と交流して、もっと友人を作る  5票 
サーフィン    3票 
ボランティア    3票 
幅広い教養    3票 
資格取る    2票 

ライブを行う    2票 

語学向上    2票 

その他 

皆さん、この1年間でしっかり成長して、また、残りの在学期間にやりた
いこともたくさんあるようです。 
ぜひ、充実した大学生活を送りましょう♪ 



 
キャンパス巡り 

KAMEDA 

 
ぶらり 

実習中に電子カルテも閲
覧できるのは、亀田ならで
はの情報処理室 

芝生のグラウンドには亀田祭
で出店が並びました♪ 

部活動が盛んです。 

自転車通学者が多いです。 

吹き抜けのロビー光が入りきれいです。 
寄付して頂いた方々のお名前を掲示したド
ネーションボードもここにあります。 
 

ミニガーデンには、ナス
やトマトが実ります。 

実習室にいよいよ、実習用
ベットが入りました。 

先生方のいらっしゃる研究棟はいつ
も遅い時間まで電気が付いてます。 

広くて開放的な講義室です。 

ちょっと歩けば、広大な
太平洋が広がります。 

実習病院の亀田メデカルセンター 

図書室も続々と書物
が増えています。 

駐輪場 
ミニ 

ガーデン 

学生会館が完成し
ます！学食が楽し
みですね～ 

コンパクトではありますが、なかなか魅力あふれた
キャンパスを、皆さんにご紹介致します。 



部活動・サークル紹介 
開学1年目にしてさまざまな部活動が立ち上がりました！       

ご紹介いたします。 

手話サークル サーフィン部 テニス部 

バスケットボールサークル Lanakia（バレーボール
部） 

亀田ＦＣ        （サッ
カー・フットサル部） 

弓道部 軽音楽部 書道サークル 

吹奏楽部 卓亀（卓球） 美術部 

水泳部・スケートボードサークル 
Peer Pauole(性教育活動）、など 



亀田医療大学の「今」をお伝えします。 

いよいよ、学生会館オープン！ 

「クローズ先生、看護師になってよかったですか？」 
看護のキャリアを選んでよかった！ 
私は、しばしば周りの人たちから、”if you were to choose your career again, would you choose nursing again?” 
（「あなたがもしまた生まれ変わってキャリアを選択するならば、また看護の道を選びますか」）という質問を受けます。
私は、そういった質問に何時でも、“Yes!” と自信をもってお答えすることが出来ます。 
私が中学生の頃、多くの友達が一見華々しいキャリアに憧れていたようでしたが、私はその頃、知り合いの紹介で、
ある若い女性に出会い、ぜひその人のようになりたいと願っていました。その女性は、他人に優しく、周りの人から慕
われ、いつも笑顔できりっとした看護師さんだったのです。その人の堂々として自信満々な後姿を見て、私は｢あの人
のように立派なキャリアウーマンになりたい。｣と思いました。その後、私は看護基礎教育を修了し、看護の道をまっし
ぐらに辿って参りました。看護師のキャリアを長年続けていると、その奥深さに感動することが度々ありました。私は常
に患者様から学び、同僚や家族に支えられながら、看護のキャリアを通して人間として成長していき、今の幸せな自
分が存在しているのだと感謝しております。 

 
編集後記 
最後のHave a coffee breakではクローズ先生が看護師を目指されたきっかけについ
てお話頂きました。今や、女性が社会で働くことが当たり前の時代ですが、先生方や
その先生方が憧れた女性たちが、しっかりと、女性の社会進出を築いてくださった軌
道があってこその今なのだと思います。 
人間だれでも働いていれば、いやな思いをすることや落ち込むこともありますが、
やっぱり働いてるっていいですね！クローズ先生のコメントを読んで、そう思いまし
た。（総務課編集担当） 

質問 

発行責任者：クローズ幸子 
発行元：亀田医療大学 
      総務課広報係 

1階には学生食堂「亀ママキッチン」がオープンします。 
1月末には試食会も行われ、「美味しい！」と好評で 
した。4月中旬からプレオープンです♪ 
4階には多目的ホールが完成し、今後、入学式などの 
式典はもちろんのこと、複数学年講義や市民講座、講 
演会等を企画していく予定です。 
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