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ヒューマンドリーム新聞（社内新聞）        （年 2 回（7 月・2 月）発行） 

                            2015 年 7 月 1 日発行 

                                   NO.3 

＜＜ヒューマンドリーム本部の動向＞＞ 

社員の皆様、日々の業務、誠にご苦労様でございます。当社も 2006 年 5 月 31 日に設立して以来、もうすぐ 11 期目の

年を迎えようとしておりますが「日々、成長」をスローガンとし、社員育成と知名度 UP に力を入れながら皆様方と同

様に全力で日々、運営活動を行っております。現在の社員総数は 77 名（2015 年 6 月現在）となっており、毎年、右肩

上がりの成長を遂げております。当社の現在の弱点と致しましては、幹部職員、上級管理職、中間管理職が全く足りて

いない状況であり、引続き生え抜き社員の育成が今後の課題でもありますが、年を重ねるごとに期待が持てる社員も出

てきているのではないかと嬉しく感じております。当社の目指す社風のキーワードは「おもしろおかしく」、「ライフワ

ークバランス」であります。また、評価査定のポイントは「マネジメント力」、「営業力」、「プレゼンテーション能力」

を幹部職員、上級管理職に昇格させる上で最重要視しております。いかに会社に貢献できる人材になれるかを意識しコ

ツコツと自己研鑽に励んでいただけたら嬉しく思います。また、2015 年度からは、スポーツのみならず、文化芸術活動

にも会社として力を注いで参りたいと考えております。社員の皆様方が仕事のみならず、自分たちの生活のうえでも楽

しめる活動を少しでも充実させ、その活動を通じて、幹部職員に必要とされるリーダーシップやマネジメント力を身に

つけていただき、しっかりと会社に貢献し、社会で求められる人材へと成長していただくことを大いに期待しておりま

す。当社の社名はヒューマンドリームでありますが、その社名に込められている思いは「人々（社員）の夢」を大切に

しながら、その挑戦を応援し、その夢の達成が可能である会社を目指すという意味が込められております。 

今ある立場でどうすれば自分の夢を達成できるか、また夢のある人生を送ることができるのかをしっかり考え、皆様と

共に胸をはって、厳しい社会を乗り越えていく為の方法を考え、皆で力を合わせ、魅力的な会社へ成長できるよう共に

がんばっていきたいと考えております。 2015 年度も 2016 年度に向けてしっかりと会社を盛り上げてがんばって参り

ましょう！！ 

（代表取締役社長 川戸康嗣） 

＜＜社内イベント・人事等の動向について 入職者について＞＞ 

①社内イベントについて（2015年4月～2016年3月） 

4月：新入社員入社 

4月：社内研修会開始 

4月：臨床工学技士国家試験対策予備校開講（第5期） 

6月：第1回介護職員初任者研修講座（旧ヘルパー2級資格）開講 

8月：介護福祉士国家試験対策講座開講予定 

8月：社員慰労会開催予定 

12月：第2回介護職員初任者研修講座（旧ヘルパー2級資格）開講予定 

12月：忘年会開催予定 

1月：第2期大谷啓政治塾開催予定 

2月：社内研修会修了試験 

3月；辞令交付式（昇格式） 
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※社内報（ヒューマンドリーム新聞年2回発行予定（7月、2月）） 

 

・その他活動 

※ホークスドリーム事業部における各種運動部の試合日程等はホークスドリーム事業部のホームページの各運動部のス

ケジュールに記載しております。会社を背負って戦っている選手達に是非、暖かいご声援・応援の程、宜しくお願いい

たします。 

 

②人事関係についてのお知らせ 

2015年度、新入社員26名入社 

2015年度、昇格人事について 

・石原愛章  ヒューマンイノベーション事業部 副主任 講師（B5） 男子硬式野球部コーチ（B5） 

・長谷部歩美  ヒューマンイノベーション事業部 講師（B5） 女子硬式野球部GM補佐（B5） 

・尾舘真央  ホークスドリーム事業部  女子硬式野球部GM補佐（B5） 

・西元樹  ホークスドリーム事業部 副主任 硬式野球部コーチ（B5） 

・福西力  ヒューマンイノベーション事業部 係長 講師（B5） 男子卓球部監督（B1） 

・前田祐子  ヒューマンイノベーション事業部 係長 講師（B4） 

・山下華代  ヒューマンイノベーション事業部 係長 講師（B4） 

・福島聡  ホークスドリーム事業部 係長 硬式野球部監督（A5） 

・住友玲緒  医療コンサルティング事業部 係長 

・川崎智寛  ヒューマンイノベーション事業部 係長代理 講師（B5）  

・小野恭平  医療コンサルティング事業部 主任  

・奥山崇史  医療コンサルティング事業部 主任 

・黒田恭平  医療コンサルティング事業部 副主任 

・豊島潤  総務部 副主任 

・中村祐貴  医療コンサルティング事業部 副主任 

・植野恵太  医療コンサルティング事業部 副主任 

・川崎絵美子  医療コンサルティング事業部 副主任 

・北野昭裕  医療コンサルティング事業部 副主任 

・真鍋友佑  医療コンサルティング事業部 副主任 

・金子竜也  医療コンサルティング事業部 副主任 

・佐々木亮祐  医療コンサルティング事業部 副主任 

・島田桃子  医療コンサルティング事業部 副主任 

・平松信太  ヒューマンイノベーション事業部 副主任 講師（B5） 女子硬式野球部コーチ（B5） 

                                

以上23名が2015年4月1日付で昇格 
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（2015 年 3 月 4 日 第一回辞令交付式集合写真） 

 

（2015 年 3 月 11 日 第二回辞令交付式集合写真） 

 

（辞令交付式後の慰労会写真） 
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＜男子硬式野球部＞ 

3 月より 5 名の新戦力を加え始まったシーズン、春先は例年に無くケガ人が出てしまいチームが一つになりきれず力を

出し切れないまま序盤の大会が終わってしまいました。6 月からはケガ人も復帰し、チームもどんどん調子を上げてい

き 7 月、8 月と大会が続いていきますので一戦必勝で「優勝」を目指し選手・スタッフ一丸となって戦っていきますの

でどうぞ応援宜しくお願い致します。7 月、8 月、9 月とオープン戦、大会など試合を多く予定しておりますのでより多

くの皆様と一緒にご観戦いただきますよう合わせてお願い致します。 

                                （大阪 HD ベースボールクラブ監督 福島聡） 

（プロジェクト担当：福島監督） 
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※2015 年度 4 月入社の期待の新人 5 選手 

  

久堀大祐投手（背番号 19）              日数谷卓也選手（背番号 27） 

  

      崎嶋宏斗選手（背番号 44）                服部樹典投手（背番号 77） 

 

      箸尾谷拓也選手（背番号 5） 
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＜＜歴代監督＞＞ 

2009 年～2011 年 1 月(初代) 門田博光  大阪ホークスドリーム設立、関西独立リーグ神戸 9 クルーズ 2 軍 

2011 年 2 月～6 月（2 代目） 田中実   関西独立リーグ大阪ホークスドリーム（シーズン参入時） 

2011 年 6 月～9 月（3 代目） 門田博光  関西独立リーグ大阪ホークスドリーム（シーズン終了時） 

2011 年 10 月～2015 年 7 月現在（4 代目） 福島聡  関西独立リーグ脱退。日本野球連盟（JABA）加盟。 

チーム通算成績： 26 勝 73 敗 10 分（109 試合） 

創部通算（7 年目）成績（2009.1～2015.6） 
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＜女子硬式野球部＞ 

私たち女子硬式野球部は２０１４年度に発足し、２年目に入りました。 

今年も昨年同様、試合出場可能な選手数は揃っていませんが、愛知県の女子硬式野球クラブチーム ASCA との合同チ

ームとして、公式戦や練習試合に出場する予定です。また今年は、男子の日本野球連盟にも登録し、大阪 HD ベースボ

ールクラブの選手としても試合出場をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“大阪ホークストリーム女子硬式野球部”として試合出場はできませんが、昨年よりも確実に実戦経験を積める環境

にあり、選手個々のモチベーションも高く維持できていると思います。 

個人のレベルアップはもちろんですが、今年度からは女子野球部としての練習着も揃え、この先このチームで戦い、

必ず勝つんだという気持ちを全員が常に持ち、練習に取り組んでいます。全員の心を一つにして応援される、愛される

チーム創りを目指して頑張っていきますので応援宜しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大阪ホークスドリーム女子硬式野球部 GM 補佐 長谷部歩美） 

（プロジェクト担当：小池兼司総監督） 
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＜男子卓球部＞  

日々のお仕事、お疲れ様です。 

私たち卓球部は、川戸社長を始め、会社の支援を得て 4 年目を迎えることが出来ました。これも、皆様のご理解と応援

のおかげであると心より感謝致します。部員も少しずつですが着実に増えております。全国大会を狙える選手の入部も

あり、楽しみな年となりました。元オリンピック日本代表の中国人コーチに指導を受けられる恵まれた練習環境もあり

ます。更に良い練習を行い、全体としてレベルアップをして、大会での上位入賞を目指しています。また、地域密着型

のクラブチームも目標のひとつとしています。そんな中、高石市の協会様から本年度より、協会役員への代表者依頼が

ありました。さらに、大阪府総体（通称、郡市）の高石市代表に 3 名も選んでいただきました。日頃の活動を評価して

いただいたことに心より感謝しております。 

地域密着・地域貢献への第一歩と位置づけ、更に活動の場を拡げていければと考えています。次号では、更なる良い報

告が出来るように活動して参ります。 

（ホークスドリーム卓球部監督 福西力） 

（プロジェクト担当：福西監督） 

 

(左から村上選手、真鍋選手、豊島選手、金子選手、黒田選手、道阪選手、福西監督) 
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卓球部戦績： 

2012 年度参加大会数 3 大会出場 

2013 年度参加大会数 25 大会出場 

2014 年度参加大会数 39 大会出場 

 

卓球部主な成績： 

2013 年 3 月 10 日 第 4 回南丹市オープンダブルス大会 男子団体戦 3 位 

2013 年 7 月 28 日 第 8 回南丹市オープン卓球交流大会男子団体戦 準優勝 

2013 年 11 月 10 日 第 3 回中部広域卓球大会男子団体戦 準優勝 

2013 年 11 月 17 日 第 90 回高石市市民卓球大会男子団体戦 準優勝 

2013 年 11 月 17 日 第 90 回高石市市民卓球大会男子シングルス 3 位 

2014 年 2 月 9 日 第 31 回高石市市民ダブルス卓球大会男子ダブルス 優勝 

2014 年 3 月 16 日 第 26 回大阪個人リーグ卓球大会男子シングルス 優勝 

2014 年 11 月 30 日 第 4 回中部広域卓球大会男子団体戦 3 位 

2015 年 2 月 22 日 第 32 回高石市市民ダブルス卓球大会男子ダブルス 優勝 

2015 年 3 月 15 日 第 6 回南丹市オープンダブルス大会 男子団体戦 3 位 

2015 年 6 月 14 日 第 93回高石市民オープン卓球大会 男子団体戦準優勝 

2015 年 6 月 14 日 第 93回高石市民オープン卓球大会 男子シングルスシニア優勝 

  （男子卓球部練習風景①） 

（道阪選手 VS 真鍋選手①） 
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  （男子卓球部練習風景②） 

（道阪選手 VS 真鍋選手②） 

 

 

※2015 年度 4 月入社の期待の新人、道阪 晃久選手プロフィール 

  和歌山県立新宮高校－関西福祉科学大学出身 

＜＜実績＞＞ 

平成 19 年 和歌山県国体予選ベスト 8 

平成 19 年 和歌山県高校卓球選手権ベスト 16 

平成 19 年 和歌山県全日本ジュニア予選ベスト 8 

平成 19 年 和歌山県高校卓球新人戦ベスト 8 

平成 19 年 近畿高校新人卓球大会 シングルス出場 

平成 20 年 和歌山県高校卓球総体 ベスト 16 

平成 20 年 近畿高校卓球選手権 シングルス、ダブルス出場 

平成 24 年 関西学生リーグ 3 部 昇格 
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＜女子卓球部＞ 

今年から女子卓球部の活動を開始いたしました。 

現在、女子部員は私、一人しかいませんが、休みの日や仕事が早く終わった日は。新井周コーチ（元オリンピック日本

代表）が教えているチームで四天王寺高校の学生さん達と練習させていただいております。少しでも多くの方々に女子

卓球部に入部していただく為に、まず、私自身が結果を出し多くの方々に会社の名前を知ってもらえるように頑張りま

す。目標は、全国大会で活躍できるようなチームを作ることです。仕事が出来ること、卓球が出来ることに感謝し頑張

っていきたいと思います。 

                                   （ホークスドリーム女子卓球部 村上優） 

（プロジェクト担当：福西監督） 

  （村上優選手練習風景①） 

 

  （村上優選手練習風景②） 
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※2015 年度 4 月入社の期待の新人、村上優選手プロフィール 

  私立日南学園高校－金城大学短期大学部出身 

＜＜実績＞＞ 

平成 14 年度（小 2） 

・全日本ホープス・カブ・バンビの部 

                 バンビの部（小 2 以下）優勝 

平成 15 年度（小 3） 

・全日本ホープス・カブ・バンビの部 

                カブの部（小 3・小 4）ベスト 8 

平成 16 年度（小 4） 

・全日本ホープス・カブ・バンビの部 

                  カブの部（小 3・小 4）3 位 

平成 17 年度（小 5） 

・第 14 回東アジアホープス卓球大会  日本代表 

・全日本カデット 13 歳以下の部    シングルス ベスト 16 

 

平成 18 年度（小 6） 

・全日本ホープス・カブ・バンビの部 

                ホープスの部（小 5・小 6）3 位 

・第 15 回東アジアホープス卓球大会   ベスト 8 

・天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会 ジュニアの部出場 

 

平成 19 年度（中 1） 

・全日本カデット 13 歳以下の部     シングルス ベスト 16 

 

平成 20 年度（中 2） 
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・全日本カデット 14 歳以下の部     ダブルス ベスト 16 

 

平成 21 年度（中 3） 

・第 39 回全国中学校卓球大会      団体の部 3 位 

 

平成 22 年度（高 1） 

・天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会 ジュニアの部出場 

 

平成 24 年度（高 3） 

・高校総体宮崎県予選         3 位 

・天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会 一般の部 出場 

 

平成 25 年度 

・春季北信越学生卓球選手権大会 ダブルス準優勝 

・夏季北信越学生卓球選手権大会 ダブルス優勝 

・秋季北信越学生卓球選手権大会 ダブルス準優勝 

                シングルス 8 位 

・北信越学生卓球新人選手権大会 ダブルス 3 位 

                シングルス 8 位 

・全日本大学総合卓球選手権大会（団体の部）7 位（5 勝 0 敗） 

・全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）ダブルスベスト 16 

・全日本卓球選手権大会石川県予選 ダブルス優勝 

                 シングルス優勝 

 

平成 26 年度 

・夏季北信越学生卓球選手権大会 シングルス 8 位 

・秋季北信越学生卓球選手権大会 ダブルス準優勝 

・北信越学生卓球新人選手権大会 シングルス準優勝 
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＜サッカー部＞ 

サッカー部が発足して半年以上が過ぎ、新規メンバーも 2 名加入し、全員で 7 名となりました。練習場所も羽衣の小さ

なグラウンドから鴨公園に変更し、かなり広々としたグラウンドとなりました。 

まだまだ人数が少ないため、練習内容は基礎練習が中心ではありますが、メンバーみんなが楽しみながら、汗を流して

充実した練習をしています。 

この冬にはフットサルの試合を組めたらと考えております。 

現在は 1 ケ月に 3 回程度、水曜日の夜に活動していますので、未経験でも興味のある方は 

ぜひ一度見学に来て頂けたらと思います。 

 

（プロジェクト担当：取締役副社長 川戸啓資） 
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＜バスケットボール部＞ 

バスケットボール部は今年からのチームで、男女混合で練習をしています。 

練習頻度は毎週 1回行っていて、人数も 8人くらいで、基礎から対人までをメニューとし 

て組んでいます。チームのレベルとしてもメンバーの数もまだまだこれからですが、チーム一丸となって成長し、仕事

とスポーツの両立と、ゆくゆくは実業団へのメンバー登録とその舞台で戦うことを目標に頑張っていきたいと思ってい

ます。 

                                        （ホークスドリームバスケットボール部 主将 米谷幸恵）  

 

＊2015年度 4月入社の期待の新人 バスケ部の柱 米谷幸恵選手プロフィール 

（ホークスドリームバスケットボール部 主将 センターフォワード） 

  私立四天王寺羽曳丘高校－芦屋大学出身 

＜＜実績＞＞ 

◆平成 17 年 4月～平成 20年 3月 私立四天王寺羽曳丘中学校 

 南河内 3 位（ポジション：フォワード） 

◆平成 20 年 4月～平成 23年 3月 私立四天王寺羽曳丘高校 

 インターハイ出場ベスト 32（ポジション：ガード、副キャプテン） 

◆平成 23 年 4月～平成 27年 3月 芦屋大学 

 1回生：3部Ｂ優勝、3部Ａ昇格 

 2回生：3部Ａ4位 

 3回生：3部Ａ3位 

 4回生：3部Ａ全勝優勝 2部昇格（ポジション：4番でセンターフォワード） 
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＜キャリア開発講座＞ 

◆介護職員初任者研修講座（ヘルパー２級資格） 

①平成 27 年 試験合格者（3月取得） 

奥山 崇史  尾舘 真央  小野 恭平   北野 昭裕   黒川 雅史   島田 桃子   豊島 潤  

中井 智史  中村 祐貴   平松 信太   平松 実裕 （以上 11名） 

 

②卒業生実績（平成 27年 6月現在） 

平成 23年度 21名 

平成 24年度 37名 

平成 25年度 制度改正に伴う移行期間 

平成 26年度 25名 

平成 27年度  8名（27年 12月卒業見込み） 

 合計    91名（卒業 83名 卒業見込み 8名） 

＊本年度１回目は 6月下旬より開講し、次回は年末開講を予定しておりますので、 

 ライセンス取得に関心のある方はぜひ運営本部までお問い合わせ下さい。 

 

◆介護福祉士国家試験対策講座 

平成 26年 9月より社内にて開講されたキャリア開発講座です。 

実務経験 3 年以上の弊社社員を対象とした国家試験必勝講座であります。 

効果的にアウトプットを中心とした実践教育を行い、膨大な試験範囲の中から効率良く 

要点を押さえ、試験直前期まで集中的にバックアップし、総仕上げを行います。 

 

①平成 27 年 介護福祉士国家試験合格者 

山下 華代 

 

②合格者メッセージ（山下 華代） 

実務経験 3 年を経て、ずっと目指していた介護福祉士に合格することが出来ました。 

試験までの数か月間、週１回のペースで社内での介護福祉士国家試験対策講座を受講し、 

勉強の仕方、問題を解くペース、間違った問題の解説等をして頂きました。 

独学なら勉強の仕方すら分からなかったと思います。 

社内でもたくさんの方に介護福祉士を目指して欲しいと思っています。 

日々の業務に＋ａして考える事が出来、行動出来る力が付き、視野が広くなり、仕事に 

とてもやりがいを感じられると思います。 

このような資格取得をバックアップして下さり、勉強出来る環境を作って頂けた事に感謝 

し、私自身、更にステップアップして仕事に活かしていきたいと思っております。                                                    

                              （プロジェクト担当：取締役副社長 西村 聡）  
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◆社内研修センター 

皆様、日々の業務、スポーツ活動、社内研修お疲れ様でございます。 

副社長の西村でございます。 

社内新聞の発行も今回で 3 回目を迎え、皆様にも社内の様々な活動の状況が見える化されてきたように感じております。 

株式会社ヒューマンドリームのミッションは、医療福祉とスポーツの融合を通じ、広く社会に貢献し、これからの日本

社会を支える人材の育成を図ることであります。 

全社員へのミッションの浸透・共有こそが、ヒューマンドリームのこれからの成長発展とブランド構築に欠かせない原

動力になると考えております。 

弊社の社内研修制度も 3 年目を迎え、2015 年 4 月 1 日付で係長職が 5 名誕生いたしました。 

いずれも役職は権力ではなく責任であるという自覚を持ち、組織の輪を大切にし、弊社の成長発展に貢献し続けて頂い

ている方々であります。 

仕事においては周囲に目配り気配り心配りを行い、後輩や新人のミスを必死にフォローし、スポーツ活動においてはチ

ームＰＲや選手の獲得、日々のチーム運営を表と裏から支え、社内研修においては試行錯誤しながらも使命感とパッシ

ョンを持ち、新人等の人材育成に励んでおられる優秀な 5 名であります。 

また、副主任職以上の役職者も複数名誕生し、中には今後リーダーシップやマネジメント能力を磨き、次代のヒューマ

ンドリームの中枢を担うであろう有望な人材も徐々に現れてまいりました。 

私自身も皆様に負けぬよう、ついていきたいと思って頂ける人物になれるよう人間力を磨き、常に謙虚な姿勢を忘れず、

日々精進していきたいと思っております。 

 

＜株式会社ヒューマンドリーム キャリアパス人事評価制度＞ 

⑥マネジメント研修（ケーススタディ、経営戦略等） ＊幹部候補生対象 

⑤係長研修（財務会計、経営管理等） 

④主任研修（方針・理念、プレゼンテーション等） 

③副主任研修（方針・理念、医学の基礎等） 

②セカンド社員研修（振り返り） 

①新入社員育成研修（接遇マナー、コミュニケーション、介護技術等） 

 

最後に、皆様の日々の頑張りにより、会社は成長し続けております。本当にありがとう。 

忙しい最中に、長い文章を最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。 

 

                                                     （取締役副社長 西村 聡） 
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・今期の社内研修が始まり３ケ月が経ちました。 

病院での勤務内容と並行して講義を進めていけるように、講師陣も一生懸命考え悩み、 

試行錯誤しながら受講されている方々と共に頑張っています。 

看護助手・介護の仕事は奥が深く、私自身も毎日が勉強だと思っております。 

社内研修では伝えたい事がたくさんあり過ぎて、何から先に伝えていけばいいのか悩 

みますが、仕事で少しでも自信をつけてもらう為に、新入社員研修については実技の 

基本からのスタートとさせて頂きました。 

皆さんの 1 年後の成長された姿を楽しみに、残りの社内研修を充実させたいと思って 

おります。 

仕事の後、スポーツをされておられる方もたくさんおられ、貴重な時間の中、月 1回 

の社内研修を意味のあるものと感じて頂けるように頑張りますので、皆さんこれから 

も宜しくお願い致します。 

     

                                       （ヒューマンイノベーション事業部 係長 山下華代講師）           

 

・昨年は新入社員・セカンド社員育成研修の講師を担当していましたが、 

今年よりプレゼンテーションをテーマに主任研修を担当させていただいています。 

私自身プレゼンテーションの知識は未熟であり、試行錯誤しながらの研修ですが、未来の幹部候補を育成する為にも、

自分自身のスキルアップの為にもプレゼンテーションというテーマは重要だと思います。 

会議で自分の意見を述べる、多くの人の前で会社のアピールをする、どれも会社の重要なポストに付きたければ必要な

能力です。 

将来はヒューマンドリームの幹部に！と考えている人達の役に立てるような、実践的な研修にしていきたいと思ってい

ます。 

             

                                      （ヒューマンイノベーション事業部 係長 前田祐子講師） 

 

・私自身、高齢者の方の介護は初めての経験でした。 

最初は分からない事ばかりで現場の職員の方々に迷惑ばかりかけていました。 

しかし、一年間を通じて様々な人達からのアドバイスをもらいながら、周りから信頼して 

頂ける存在となることが出来ました。 

それは私自身の力ではなく、周りの人達からの支えがあったからこそだと思っています。 

「講師」という立場ではありますが、まだまだ未熟者ですので、社内研修での講師業務を 

経て、新入社員の方々と共に、自分自身も成長していきたいと強く思っております。 

 

                                      （ヒューマンイノベーション事業部 副主任 石原愛章講師） 
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＜臨床工学技士国家試験対策予備校＞ 

本予備校は 2011 年 4 月より、岡田守民塾長を中心として運営し、2015 年 4 月に第 5 期生の受け入れ、創設 5 年目の年

を迎えます。日々、一人でも多くの臨床工学技士を世の中に輩出することを目的として、受講生への指導に励んでおり

ます。2013 年度第 27 回国家試験におきましては当予備校初の受講生全員合格(合格率 100%)を達成いたしました。2014

年度は残念ながら 1 名の不合格者を出してしまいましたが、2015 年度こそは全員合格を目指して参りたいと思います。

2015 年度は北海道、神奈川県、愛知県、広島県等大阪府以外の広範囲からも塾生が集まり、全国唯一の臨床工学技士国

家試験予備校としての存在意義も増してきております。引続き合格率にこだわり一人でも多くの臨床工学技士を世の中

に輩出できるよう全力で頑張って参りたいと思いますのでご声援のほど宜しくお願い致します。 

（プロジェクト担当：岡田塾長） 

 （ 岡田守民塾長講義風景） 

 

      (塾生講義受講風景) 
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＜大谷啓政治塾＞ 

この度、株式会社ヒューマンドリームでは元衆議院議員の大谷啓（オオタニケイ）先生をお招きし、一般市民の皆様方、

並びに弊社社員、政治家志望者、その他、政治に関心のある方々を対象とし、より身近に、政治、経済を感じていただ

き、生活者目線の政治をベースに勉強していただきたいと思いこの度、弊社が中心となり運営させていただくことにな

りました。一人でも多くの方が講義を通じた、塾生同士の横のつながりを通じて有意義なコミュニティー形成のお役に

たてればありがたいと思います。また、選挙初挑戦を目指される方、政治家を志望される方に対しては我々の出来る限

りでサポートさせていただきたいとも考えております。皆様と共に人として成長していく為の塾を運営できればと考え

ておりますのでご関心があるようであれば、是非、一度、大谷啓政治塾への入塾をご検討いただけたら有り難く思いま

す。 

   

 

            

 

（※第1期生は13名ですが内、弊社社員は5名受講されております。医療・福祉の知識と同様、世の中の時事問題に関心

を持っていただき広い視野を持っていただければ幸いに思います。） 

 

◎2015年度統一地方選挙塾生選挙結果◎（塾生3名が挑戦するも3名とも惜敗） 

・大阪府議会議員選挙 無所属 落選 

・富田林市議会議員選挙 無所属 落選 

・高石市議会議員選挙 無所属 落選 

 

（プロジェクト担当：代表取締役社長川戸康嗣） 
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＜2014年12月6日に第3回ヒューマンドリーム忘年会を開催致しました。＞ 
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＜株式会社ヒューマンドリーム本社・設備説明について＞ 

 

  

※株式会社ヒューマンドリーム本社外観 

 

 

※株式会社ヒューマンドリーム総務部 

 

  

※株式会社ヒューマンドリーム経営戦略室兼応接室（２F） 

 

 



 24 

  

※株式会社ヒューマンドリーム研修室（２F） 

 

 

株式会社ヒューマンドリーム情報処理室兼ミーティングルーム（２F） パソコン3台 インターネット使用可能  

 

 

株式会社ヒューマンドリーム会議室（３F） プロジェクター使用可能 プレゼンテーション仕様 
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※株式会社ヒューマンドリーム ホークスドリーム記念館（３F） 

大阪ホークスドリームをはじめ弊社のスポーツ部門の歴史、資料を保管しております。 

 

上記のように2015年4月より社員の皆様方が自発的に社内の設備を使いミーティング、その他の活動を行いやすいように

整備を行っておりますのでお気軽に用途に合わせてご利用下さい。（事前申請必要） 
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＜採用活動情報＞ 

①大学学内企業説明会への参加実績 

2011年度0校、2012年度1校、2013年度4校、2014年度20校 

 

②過去10年間の採用実績について（2006年～2015年6月末時点） 

（社員出身校一覧） 

＜大学・大学院＞ 

・筑波大学、北九州市立大学、奈良県立大学、学習院大学、慶応義塾大学、同志社大学、立命館大学、関西学院大学、

関西大学、甲南大学、京都外国語大学、大阪産業大学、大阪国際大学、天理大学、立正大学、阪南大学、大阪経済大学、

大阪経済法科大学、札幌国際大学、鈴鹿医療科学技術大学、名古屋経済大学、大阪芸術大学、大阪電気通信大学、花園

大学、京都建築大学校、京都学園大学、帝塚山大学、流通科学大学、奈良大学、高岡法科大学、東京国際大学、中部学

院大学、羽衣国際大学、東洋大学、桃山学院大学、岐阜経済大学、大阪商業大学、中央学院大学、愛知淑徳大学、金城

大学、環太平洋大学、大阪体育大学、芦屋大学、北海道工業大学、広島国際大学 

 

＜専門学校＞ 

・甲賀健康医療専門学校、ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ医療看護専門学校、大阪社会体育専門学校、大原ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙ専門学校 

関西ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾎﾟｰﾂ学院、日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ専門学校、日本ﾒﾃﾞｨｶﾙ福祉専門学校、日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ専門学校、日本理工情報専門

学校、大阪ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校、辻製菓専門学校、大阪歯科学院専門学校、大阪外語専門学校、関西女子医療技術専門学

校、大阪医専、日本工学院専門学校 

 

＜今後のヒューマンドリームプロジェクトについて＞ 

★2016年度4月始動に向けてのプロジェクトについて 

・ホークスドリーム事業部、合唱部設立準備中。（文化・芸術系サークル活動） 

 

・株式会社ヒューマンドリームホームページ（会社） 

http://www.humandream.jp/ 

 

・ホークスドリーム事業部ホームページ（社内スポーツ関係スケジュール・情報等） 

http://hawksdream.co.jp/ 

 

・ヒューマンイノベーション事業部ホームページ（講習会関係スケジュール・情報等） 

http://humaninnovation.co.jp/ 

 

http://www.humandream.jp/
http://hawksdream.co.jp/
http://humaninnovation.co.jp/

