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理学療法士（PT）や作業療法士
（OT）は医療現場で働くことが中
心ですが、時代・社会の変化に
よって、スポーツの世界、地域社
会など幅広い領域で求められ
ています。PTは身体機能を中
心とした機能回復・維持を担い、
OTはフィジカルな状況をベース
にその人の生活を見据え携わっ

ていく役割があります。さらに、これ
らの知識、技術は、プロ・アマチュアスポー

ツ、パラスポーツなどでの活躍の場にもつながっています。本校の
卒業生も欧州のサッカーチームや、ブラインドサッカー日本代表チー
ムでメディカルスタッフとして活躍し、最近ではPTでアスレチックト
レーナーの資格を取る人も出てきています。そして、本校では卒業ま
でに全員がパラスポーツ指導員の資格を取得します。しかし一方で、
全国的に求められているPT・OTの数以上に人材の育成が追いつ
いていない実情もあります。現在、さまざまな面でリハビリの必要
性が高まってきており、今後さらに活躍の場が広がることでしょう。

学校法人岩崎学園　横浜リハビリテーション専門学校　1998年開校。理学療法士、作業療法
士を養成する専門学校。通称「横リハ」。横リハは、専任教員全員が現役のPT・OTという全国で
も数少ない学校。臨床に基づく専門知識や技術、スペシャリストとしての豊かな人間性や心構
えを育てる。●理学療法学科（4年制）、作業療法学科（4年制）／東戸塚駅から徒歩3分

学校法人岩崎学園　横浜実践看護専門学校　2014年開校。病院や施設を意識した実習室での
演習を多く取り入れた授業が特徴。臨床現場とのつながりを意識したカリキュラムを通じて、
実践力を養う。臨床現場で生きる技術力、対応力、判断力を身に付けて「人の役に立ちたい」を
カタチにできる看護師の養成を目指している。●看護学科（3年制）／新横浜駅から徒歩1分

岩崎学園のこれまで
の記事は、Ｈ！Ｐのホー
ムページのバックナン
バーをチェック！

学校法人岩崎学園は、「スポーツを応援する」という姿勢のもと、神奈川で活躍するスポーツチームや、世界トライアスロンシリーズ横浜大会や横浜マラソンなど、
代表的なスポーツイベントを支援・協力し、学生も専門的なスキルを生かしたボランティア活動に積極的に取り組んでいる。

理学療法士（PT）の仕事
は、オープンキャンパスに参
加して知りました。患者さま
に寄り添い、支える役割。
所属していた高校バスケ部
のマネジャーとして取り組む
意識も変化したのを覚えています。授業や実習で学ぶほ
どに、「患者さまの社会復帰を支えたい」と考えるようになり
ました。先生方が現役のPT、OTのため、臨床に役立つ
知識や患者さんの声など、医療現場の「今」を直接聞け、実
践的な学びを得られています。私がこの学校を選んだ大
きな理由の一つです。また、昨年は学校でのボランティア
活動にも参加し、「横浜マラソン」に車いすで参加する選手
の担当として携わることができ、将来を見据えた体験となり
ました。医療でもスポーツでも、人の支えになるPTを目指
したいと考えています。

大学でスポーツトレー
ナーについて学び、現在は
看護師を目指しています。
高校で進路を決める頃、ゴ
ルファーを志していた弟が
いたことで、アスリートをサ
ポートする仕事に興味を持
ち始めました。選手が輝く
時には、選手に寄り添い、支
える優秀なスタッフが必ず存在しているはず、そこに大きな魅
力を感じます。昨年の「横浜マラソン」では、スポーツ現場で
の役割を体験したく、BLS（一次救命措置）に取り組むボラ
ンティアにも参加しました。将来はスポーツトレーナーと看護
の知識を生かして、医師やPT、トレーナーとの橋渡しができる
看護師になれればと考えています。プロ選手になった弟をメ
ディカル面でサポートするのも大きな目標です。

三菱重工相模原ダイナボアーズ　ヘッドアスレチックトレーナー三菱重工相模原ダイナボアーズ　ヘッドアスレチックトレーナー
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常に試合で最大のパフォーマンスを発揮することが求められるプロスポーツ選手。日常生活でのリハビリやケガの予防を担う理学療法士（PT）や、故障したアスリー常に試合で最大のパフォーマンスを発揮することが求められるプロスポーツ選手。日常生活でのリハビリやケガの予防を担う理学療法士（PT）や、故障したアスリー
トを試合に復帰させるアスレチックトレーナーなどを含めたメディカルスタッフが、チームに不可欠な存在です。チームドクターや看護師、管理栄養士などと連携を取り、トを試合に復帰させるアスレチックトレーナーなどを含めたメディカルスタッフが、チームに不可欠な存在です。チームドクターや看護師、管理栄養士などと連携を取り、
卓越した知識と技術でフォローし、選手を最高の状態でフィールドに送り出します。プロスポーツの発展とともに、最近注目の職業ですが、根底にあるものは「人に寄り卓越した知識と技術でフォローし、選手を最高の状態でフィールドに送り出します。プロスポーツの発展とともに、最近注目の職業ですが、根底にあるものは「人に寄り
添い、役に立ちたい」という気持ち。それさえあれば、誰にでもチャンスがあります。添い、役に立ちたい」という気持ち。それさえあれば、誰にでもチャンスがあります。

ームには選手を支える多くのスタッフ（フロント、マネージメント、ームには選手を支える多くのスタッフ（フロント、マネージメント、
コーチング、アナリスト）がいて、私が所属するメディカルスタッフコーチング、アナリスト）がいて、私が所属するメディカルスタッフ
もその一部門です。今に至るきっかけは、ラグビー部に所属してもその一部門です。今に至るきっかけは、ラグビー部に所属して

いた高校生時代に受けた手術後のリハビリ。術後を支えてくれた理学療法いた高校生時代に受けた手術後のリハビリ。術後を支えてくれた理学療法
士が痛みを理解してくれ、その知識、技術の高さに感動したことです。士が痛みを理解してくれ、その知識、技術の高さに感動したことです。
　試合の日は選手と同じグラウンドに立ってチームの戦術を一緒に理解しま　試合の日は選手と同じグラウンドに立ってチームの戦術を一緒に理解しま
す。選手への応急処置をはじめ、予防的なトレーニングも重要な仕事です。す。選手への応急処置をはじめ、予防的なトレーニングも重要な仕事です。
ケガの状況をインカムを通じて監督に正確に伝えるなど、コミュニケーションケガの状況をインカムを通じて監督に正確に伝えるなど、コミュニケーション
は欠かせません。現場には一体感が培われ、私自身は「16番目の選手」といは欠かせません。現場には一体感が培われ、私自身は「16番目の選手」とい
う思いで取り組んでいます。自分が選手時代に達成できなかった「日本一」う思いで取り組んでいます。自分が選手時代に達成できなかった「日本一」
をチームの一員として目指せるのも醍醐味。競技経験が生かせ、選手よりもをチームの一員として目指せるのも醍醐味。競技経験が生かせ、選手よりも
長くスポーツに携われる仕事で、選手からの「ありがとう！」は一番の喜びで長くスポーツに携われる仕事で、選手からの「ありがとう！」は一番の喜びで
す。チームはトップリーグでまだ2年目。選手、各スタッフとも日々 学び、成長す。チームはトップリーグでまだ2年目。選手、各スタッフとも日々 学び、成長
し続けます。し続けます。

チ
浜ビー・コルセアーズに所属し５年目に入ります。高校時代の母浜ビー・コルセアーズに所属し５年目に入ります。高校時代の母
校はバスケの強豪校で、専属トレーナーもいました。当時、私は校はバスケの強豪校で、専属トレーナーもいました。当時、私は
マネジャーをしながら、テーピングやストレッチをトレーナーからマネジャーをしながら、テーピングやストレッチをトレーナーから

教わり、選手を支える仕事に興味を持ちました。バスケが好き、この仕事な教わり、選手を支える仕事に興味を持ちました。バスケが好き、この仕事な
らずっとバスケに関われる。そう思い、医療資格を取るための学校に通い、らずっとバスケに関われる。そう思い、医療資格を取るための学校に通い、
大学や社会人のチームでもトレーナーとして経験を積みました。大学や社会人のチームでもトレーナーとして経験を積みました。
　この仕事のやりがいは、故障から復帰した選手がコートで最高のパ　この仕事のやりがいは、故障から復帰した選手がコートで最高のパ
フォーマンスを発揮した時に感じます。ハードなスポーツなので、ケガをしフォーマンスを発揮した時に感じます。ハードなスポーツなので、ケガをし
にくい体に仕上げることに加え、勝てる体づくりを意識しています。負傷直にくい体に仕上げることに加え、勝てる体づくりを意識しています。負傷直
後のケアや術後管理、リハビリは理学療法士に頼り、そこから試合に復帰後のケアや術後管理、リハビリは理学療法士に頼り、そこから試合に復帰
させるまでの連携は欠かせません。学校の先生や友人などたくさんのつなさせるまでの連携は欠かせません。学校の先生や友人などたくさんのつな
がりがこの仕事に導いてくれました。皆さんにも人との関わりを大切にしてがりがこの仕事に導いてくれました。皆さんにも人との関わりを大切にして
ほしいですね。ほしいですね。

横

トップアスリートが躍動するさまざ
まなプロスポーツ。そこには選手

やチームに寄り添い、結果に結び
付ける多くのスタッフの存在が

欠かせません。今回のテーマは、ス
ポーツを健康・医療分野から支える「

メディカルスタッフ」。岩崎学園の
専門学校各校と連携し、県内

に拠点を置いて日本最高峰の舞台で
活躍する、ラグビートップリーグ「三

菱重工相模原ダイナボアーズ」とプ
ロバスケットボールBリーグ「横浜

ビー・コルセアーズ」のメディカルスタ
ッフと、理学療法士、看護師を目指し

て日々学びを深めている岩崎学園の
在校生、先生に話を聞きます。

特 別 編

学校へ
行こう!

（県立逗子高校出身） （沖縄県立宮古高校出身）
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磯野記者のコーディネート（右）は、デニ
ムのスカートにイエローのジャケット。か
わいらしさを出すために、ブラウスをス
カートに入れて、ハイウエストに。黒の
バッグとブーツで統一感を出した。左
はストリート系でまとめたコーデ

授業で使用しているというコーディネート実習室には、服や靴、アクセ
サリーなどが並んでいた。「冬服コーデ」のテーマのもと、ｆカレッジの学
生さんとペアになり、自分で決めた小テーマ「ヨーロッパ風オシャレ大人
女子」に沿って服選びをした。統一感を出すポイントや小物の使い方
などのアドバイスをしてもらい、ショップのディスプレイのようなコーデを
つくることができて楽しかった。
この時期ならではのマフラーの巻き方や、背が高くない私に似合う服
選びなども優しく教えていただいた。「お客さまが求めているものを会
話の中で読み取り、お客さまに似合うものを提供する」と語る学生さん
たちの姿が輝いて見えた。� （磯野アサ、横浜市立南高校２年）

●高校生記者一言コメント
人と接することが大切な業界だが、新型コロナウイルスの

まん延により、それが難しくなっている。そういう時期だからこ
そ、今できること、例えば、ネットショップの制作などでも活躍
できる人材育成や、障がいのある方、高齢者、外国人など多
様な人への心遣いを学ぶユニバーサルマナー教育などを進
めているという。美容、ファッション業界のいまを知ることが
できた。（戸島稔梨、法政大学国際高校２年）

今回の取材で髪の毛の悩みを幾つか解決してもらっ
た。まず、「髪が傷まないように自宅でできるケア方法」。
これはお風呂上がりがポイント。皆さんは髪の毛が濡れ
たままスマホを見るなどして時間がたっていたり、乾かさ
ないまま放置したりしていないだろうか？　その行為は
髪にとって大きなダメージとなり禁物だそうだ。
キューティクルが開いた状態が長く続くと枝毛や切れ
毛の原因になるとのこと。対策として、タオルドライした
後、ドライヤーやヘアアイロンの使用前後にヘアオイル
を付けると良いと教わった。
もう一つは「縮毛矯正をした髪の毛にカラーはできるの？」という疑問について。
縮毛矯正だけでも髪に大きな負担がかかるので、最低でも１週間空ける必要がある
とのこと。カラーの入りやすさも断然違うそう。自分の髪の悩みに寄り添ってくれる
「美意識あるすてきな人」が目標になった。（和田実夕、横浜市立横浜商業高校２年）

トータルファッションを学べる横浜の伝統と実績のある専門学校、横浜
ｆカレッジ。 高校生記者４人が取材し、冬に合うコーディネートと自分で
できるヘアアレンジを教えてもらった。 今回レクチャーしてくれたのは、
美容師を目指すビューティースタイリスト科と、ファッションアドバイザー
を目指すファッションビジネス科の学生4人。 学生にサポートしてもらい
ながら、「身長が低い人はどんなコーディネートが良いの？」「くせ毛の人
のヘアアイロンの使い方は？」など相談事にも乗ってもらった。

右は大学生になった自分が
カフェへ行くイメージ。目線を
引き上げるため首元に眼鏡を
掛けたのがポイント。左は
シックにパリ旅行の気分

華やかなレースのブラウスは、前を
スカートに入れて、メリハリをつける

髪の毛全体をとか
す。※前髪の付け根
辺りから後ろに向かっ
てとかすと分け目がつ
かない

サイドの髪を薄く
取り、２束に分け
編む（両側とも）

両サイドの二つ
編みを頭の後ろ
で一つにまとめて
結ぶ

頭の後ろ（下の方）
で束ねて結ぶ。サイ
ドの髪は少し残して
おく
束ねた髪を３等分
し三つ編みをする

3で編んだ三つ編
みの毛を少し引き出
しふわっとさせる

残しておいたサイド
の毛をコテで巻い
てカールをつける

編んだ髪を少し
引っ張り、二つ編
み部分をふわっ
とさせる

横浜fカレッジの巻

学校へ行こう!

自分の髪をケアする大切さ

楽しく冬服コーデづくり

美容やファッション業界の最大の魅力はお客さまに
喜んでもらえることだという。そのため、お客さまのニー
ズに合わせたサービスの提供や、商品の販売が求めら
れる。「お客さまの考えを何げない会話や表情からくみ
取ることを意識している」と話す学生は、接客業である
美容業界では技術だけでなく、コミュニケーション能力
を高めることも大切だと話してくれた。
また、服や髪形は、その人の人生の一部でもあるので、

「任されている」という責任感を持って、学校での日々 の
学習や実習に励んでいるとのこと。

数ある専門学校の中でも横浜ｆカレッジを選んだ理
由は、設備が整っていることに加え、実社会で活躍する
プロから実践的な授業を受けられることや、先生との話
しやすさがあるという。取材を通して学生と先生の距離
が近く、質問や相談がしやすい雰囲気が伝わってきた。
オンライン授業が中心となった現在、メイクの実習で
は先生のデモンストレーションが、細かい部分まで見や
すくなったなどのメリットも生まれてきたという。
美容やファッションはその人らしさを生かし美しく見
せる技術であり、奥が深いと思った。
� （菅沼小春、法政大学第二高校２年）

お客さまの幸せを
サポートできることに喜び

ヘアアイロンの使い
方を教わった菅沼
記者

服を買う時は、着回しも考えて！
いろいろなコーデができる！

小物を使うことで、同じ服でも
雰囲気を変えられる！

人と違うコーデはアクセサ
リーで！

コーデ全体に統一感を出すに
は、色や素材を合わせて！

身長が低い人は、上にボリュー
ムがくるようにマフラーを巻こう！

色味が少ない時はスカーフなど
を足そう！

服を買うときは着
回しも考えて、とア
ドバイスされる

レクチャー：雨宮さん（左端）、石井さん（右端）

レクチャー：本田さん　　　

「ストレートアイロンでより
ストレートに」も和田記者
の知りたいことの一つ。
答えはコームを準備する
こと。コームでとかしなが
らアイロンを当てていくと
いいそう

fカレ学生に教わったコーデの
ポイント

学校法人岩崎学園　横浜fカレッジ
1927年に横浜洋裁専門女学院として開校。美容・メイク・ネイル・エス
テ・ブライダル・ファッションの高い専門性を養う。実践力を身につける
ため、産学連携プロジェクトやショーを多数行い、またIT教育を重視す
るなど、卒業後の実社会で幅広く活躍できる人材を育成している。

岩崎学園のこれまで
の記事は、Ｈ！Ｐの
ホームページのバック
ナンバーをチェック！

ｆ カレ
学生に聞く

美容・ファッション
業界の魅力

その１ その２

２分でできるヘアアレンジ
レクチャー：佐藤さん

レクチャーしていただいた学生さん：ビューティースタイリスト科2年 本田聖さん、佐藤雅さん
ファッションビジネス科2年 雨宮優斗さん、 石井なのかさん


