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はじめに

9 月 25 日 ( 木 ) に本学において、 岩船商工業会と包括
連携協定を締結 ・ 調印式を執り行いました。 協定の目的は、

平成 27 年度私立大学戦略的研究基盤
形成支援事業 （文部科学省） に採択！

包括的な連携のもと継続的な相互協力を推進することにより、
教育の拡充と地域の活性化を推進することで、 次の 7 つの

研究代表者 学長 ・ 教授 山村千絵

項目が盛り込まれています。 (1) 教育 ・ 文化に関すること。

新潟リハビリテーション大学では、 文部科学省の私立大学

(2) まちづくり ・ 環境保全に関すること。 (3) 保健 ・ 福祉 ・ 医療

戦略的研究基盤形成支援事業に、 「地域高齢者の日常生

に関すること。 (4) 防災に関すること。 (5) 国際交流に関する

活機能を向上させるプロジェクト」 を申請し、 平成 27 年 6 月

こと。 (6) 技術開発 ・ 研究に関すること。 (7) 学生の支援、

に採択され、 9 月に補助金交付内定通知が届きました。

人材育成に関すること。

この事業は、 各大学が計画 ・ 申請した研究プロジェクトに

岩船商工業会と本学とは、 主に岩船大祭やみなとフェス

対し、 文部科学省が審査の上で選定を行い、 当該研究

ティバルなどの地域行事を通した深い交流実績があるばか

拠点に対して、 研究施設 ・ 設備整備費や研究費を一体的

りでなく、 本学学生に対しては、 地域ぐるみで学生生活の

に補助するというものです。 採択された大学の多くは関東圏

ご支援ご指導をいただいています。 この協定が相互発展の

の有名大学というなか、 初挑戦で審査を通過いたしました。

第一歩となることを願うとともに、 本学としても地域に根差し

本プロジェクトでは、 地域高齢者を対象に、 日常生活機能の

た大学として、 その役割を最大限に発揮し、 地元商工業会

向上や機能障害の予防を目的としたプログラムとして、

ならびに地域の発展のために尽くしていきたいと考えています。

摂食嚥下機能の向上 （テーマ１）、 身体機能 ・ 認知機能の

イベント報告

向上 （テーマ２） を、 今後３年間実施して参ります。
２つのプログラムを合わせて実施することで、 地域の皆さま
の健康を、 より多くの側面から向上させていくことができると
確信しています。
テーマ１共同研究者
（副学長 ・ 教授） 倉智雅子 （教授） 宮岡里美 （講師） 高橋圭三
テーマ２共同研究者
（講師） 松林義人 （准教授） 篠崎雅江 （准教授） 粟生田博子

岩船商工業会との調印

《メンタリスト DaiGo 氏との記念撮影》
9 月 26 日 （土）、 村上市と新潟リハビリテーション大学の
包括連携協定の締結を記念した 『地域包括連携記念イベ
ント』 と 『リハビリテーション心理学専攻設置 特別記念
講演』 が同日開催されました。 地元を中心に活動する
アーティストによるライブや音楽療法士の大竹孔三先生を
お招きしての講演会、 また 『特別記念講演』 では
メンタリスト DaiGo 氏をお招きして、 心理学を活用した
パフォーマンスが繰り広げられました。

《調印式の様子》
発行 ： 学校法人北都健勝学園 新潟リハビリテーション大学 （事務局 地域連携推進室）
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With An Area
『腰痛予防教室と陶芸教室の開催』
（新潟リハビリテーション大学連携講座）
地域連携推進室室長 高橋 洋
村上市と連携した健康講座は今までにも市主催によるものが行われてきまし
たが、 今回初めて大学主催による腰痛予防教室と陶芸教室を開催することができました。
腰痛予防教室は本年 8 月～ 9 月の 4 回、 マナボーテ村上において開催し、
講師は本学理学療法士の高橋洋教授が行い、 希望者も多く 32 名で締め切り、
《陶芸教室の風景》

開催いたしました。 内容は腰痛に関する基礎知識、 腰痛予防のための動作や介護
の方法を講義、 腰痛予防体操を実技で行いました。 さらに理解を深めるために
毎回教室終盤に個人相談を行い、 痛みの原因やその対処法などをお伝えした
こともあり好評に終えることができました。
陶芸教室は機材の関係上、 大学において 8 月中の 4 回開催し、 講師は本学作業療法士の
栗原トヨ子教授、 永松一真講師が行い、 12 名の方にご参加いただきました。
作業療法では心と体の健康を得るために様々な趣味的な活動が利用されるため、
今回の講座では陶芸を生かした健康づくりを目的とし、 受講者には陶芸の方法だけ
でなく、 作業療法についても知ってもらえる良い機会となりました。 アンケートでは、
いろいろなモノづくりをしたいとのご意見をいただき、 大変好評に終えることができました。
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News&Topics

新潟リハビリテーション大学 ＜行事予定＞

『リハビリテーション心理学専攻』 学生募集中！

◎10 月～ 11 月の主な行事
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《腰痛講座の風景》

本学が新たに設置する 「リハビリテーション心理学専攻」 は、

10 月 19 日 （月）

岩船大祭

10 月 25 日 （日）

ミニオープンキャパス

10 月 31 日 （土）

ペタンク大会

11 月 7 日 （土）

学部指定校 ・ 公募 ・ 社会人

心理学は社会人の方からも問合せが多くなってきています。

入学試験

今年度から募集を開始しているので、 学校見学の希望や

11 月 9 日 （月）

臨床評価実習開始

要望 ・ 質問などがあれば入試広報課までお問い合せください。

11 月 24 日 （火）

創立記念日

11 月 28 日 （土）

大学院Ⅰ期入学試験

本年度国家資格化が決定した 「公認心理師」 の受験資格を
目指しながら、 産業界で要望される 「産業カウンセラー」、
「認定心理士」 の資格が取得できるカリキュラムになっています。
高校生はもちろん、 様々なビジネスシーンでも注目されている

新潟リハビリテーション大学 入試広報課
TEL ： 0254-56-8290 ／ E-mail ： nyuushi@nur.ac.jp
※大学案内は本学ホームページからご請求ください

新潟看護医療専門学校村上校 ＜学校だより＞
9 月 26 日 （土） に初めての学校祭を開催しました。 地域のみなさまやたくさんの子供たちに囲まれて、 アットホームな
雰囲気の中で和気あいあいと楽しんでいただくことができました。 この日のために遅くまで準備に追われた学生たちも
みなさんから喜んでいただき、 充実した１日となりました。 来年も様々な趣向を凝らして、 もっともっと楽しい学校祭に
したいと考えておりますので、 ぜひたくさんの方々のお越しをお待ちしております。

【10 月～ 11 月の主な予定】
10 月 12 日 （金 ・ 祝） 地域貢献活動 （地域ゴミ拾い）
11 月 6 日 （金） ともしびの灯 （戴帽式に替わる儀式）
11 月 12 日 （木） ～ 25 日 （水） 基礎看護学実習Ⅰ
2015/09/26 学校祭

2015/10/03 スポーツ大会

11 月 24 日 （火） 創立記念日
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