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秋から学生生活をさらに充実させましょう。
秋になり、涼しくなってきました。

副校長 田杭

Vol.21

とも子

が実感できる実りの秋にとても感謝しています。

食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋・芸術の秋・そして勉強

ここで、秋をさらに充実させるための「夜活」について少し

の秋。どうして秋はこんなに○○の秋といわれるのでしょう。

ご紹介いたします。秋は夜が長いということもあり、静かに読

秋は爽やかな天候であり、活動にはとても適しています。また、

書したり学習に取り組んだりするのにとても向いています。ス

お米やおいしい食べ物がたくさん実ります。私たちも実りのあ

マホやテレビ、パソコンなどから体を離して本に向かいましょ

る毎日を過ごせる充実した季節という意味を持って○○の秋

う。夜の学習の効果として嬉しいことは、人間は寝ている間に

といわれるのだと思います。

記憶を整理するとされており、夜記憶したことが優先的に脳の

この季節に学校では、3 年課程は学生交流会や特別講演が行

中で整理されるため、記憶が定着しやすいという説がある点です。

われ、さらに 2 年生が深谷市主催の福祉健康まつりに参加しま

もう一つの「夜活」として、1 日の終わりにゆっくりストレ

す。まさに、○○の秋にふさわしい学校行事があり、看護学生

ッチするのもおすすめです。就寝前のストレッチには血流を改

としての人間性を育てる機会が多いです。また、ボランティア

善し疲れをリセットする効果があります。また、血流改善によ

として深谷市ふれあいスポーツ大会に参加する学生もおり、看

って体温の放散が進むと、深部体温が下がりやすくなるので快

護師を目指す学生だけあって、人間愛豊かで配慮が素晴らしい

眠にもつながります。

とお褒めの言葉をいただいております。

学生の本文は学習することです。皆さん一人ひとりが患者様

通信課程では、1 年生はいよいよ本格的な看護の根拠を考え

に信頼される看護師になることを目指して、学校でも、家庭で

る学習が始まり、2 年生は学習のまとめの時期に入ります。学

も自分なりの目標をもってやるべきことに取り組み、充実して

生の皆さんが、なりたい看護師像を目指して成長していること

いる実感のある毎日にしましょう。

平成 28 年 7 月 29 日（金）、8 月 2 日（火）,3 日（水）,18 日（木）の 4 日間、2 年生

20 回生が中心となり体験入学を実施しました。高校生から社会人の方など
約 190 名の参加があり、校内見学や模擬授業等体験していただきました。

■団結力を感じた体験入学
20 回生

尾上

由衣

私は体験入学係として中心となり、7 月・8 月に 4 日間開催された、
体験入学に協力しました。
5 月から模擬授業の準備をしてきました。初めはどのように進める
のかわからず、戸惑う事ばかりでした。しかし、係で意見を出し合っ
たり、先生からの助言を頂きながら手洗いと血圧測定を模擬授業とし
て考えました。内容について勉強し直すことで、授業を受けた当時と
は違う視点で手洗いや血圧測定に対して考える事が出来、自分の学び
に繋がったと思います。

に対する思いが伝わってきて、自分が学校や病院で学んできたことを

私は血圧測定の模擬授業を担当するにあたり、どのように説明を行

紹介することでさらに関心が深まるように努めました。参加者の輝い

えば興味を持っていただけるのか、わかりやすい説明になるのか考え

た瞳に接して、当時の自分を思い出すばかりでなく、嬉しさや感動を感

ました。初めは説明文をそのまま読んでいた私ですが、係や先生との

じる事が出来ました。終了時のアンケートから「授業が楽しかった」
「先

練習の時に、伝えたいことを自分の中で明確にして説明することの大

輩が優しい」などの意見を多数頂き、自分たちが携われて本当に良かっ

切さに気付きました。

たです。

模擬授業を実施して、参加してくださった皆さんと関わることの楽

4 日間の体験入学を成功に導く事が出来たのは、係やクラス全員、先

しさを感じ、授業はその場にいる皆で作り上げていくものなのだとわ

生方の協力があっての事だと思います。体験入学を通して 20 回生の団

かりました。また、体験入学に参加してくださった皆さんから、看護

結力や協力する力を強く感じる事が出来ました。

■基礎看護学実習Ⅱで学んだこと

20 回生

細井

理沙子

平成 28 年 7 月 24 日（金）2 年生 20 回生が約 3 週間の実習を終え、報告会を行

いました。どの発表も臨床でなければ経験できない貴重な関わりで、感性が
磨かれたと同時に、感性を裏付ける援助や病態の知識の必要性を実感しました。

私は、基礎看護学実習Ⅱを通して、患者さんの意思を尊重し、状
態に応じた援助を行う必要性を学びました。患者さんの状態を把握
するためには、日常生活の様子や言動、会話の中から表情や気持ち
を汲み取り、患者さんがどこまで自分でできるのか、全体像をふま
えて理解することが大切だと思いました。また、患者さんの抱えて
いる悩みや不安を受け止め、受容的態度で接することで笑顔や発語
が増え、良好な関係を築くことができるこということを学びました。
私が受け持たせて頂いた患者さんは、歩行に対する不安を抱いて
いらっしゃったため、私は自信を持って歩行して欲しいと考えまし
た。安全に歩行できるよう、ベッド端座位にて下肢挙上運動を行っ
てから歩行器を用いた歩行練習を実施しました。段階的に離床を促
すことで歩行距離が少しずつ伸びていき、笑顔で「歩くことができ
てよかった。
」と話して下さいました。
患者さんがより良い生活を送れるように支えることができ、看護
の楽しさを再認識することができました。最終日の挨拶では、
「一生
の思い出が作れたよ。ありがとう。」という最高のお言葉をいただ
き、本当に嬉しかったです。患者さんとの信頼関係が成り立ってこ
その実習だと改めて感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。
これから始まる領域別実習では、今回の実習で学んだことを活か
し、さらに患者さんの思いを大切にした関わりをしていきたいです。

■卒業生による病院紹介
平成 28 年 9 月 9 日（金）埼玉県警深谷警察署の交通課と生活安全課の方

をお招きし、日頃の交通安全に対する心がけと、防犯対策として護身術
の実技指導がありました。護身術は使うことがないことを願っています。

■注意力の低下は危険のサイン
20 回生

佐藤

平成 28 年 7 月 7 日（木）3 年生 19 回生を対象に、現場で働いてい
る本校の卒業生を招いて就職説明会を行いました。卒業生と直
接話をすることで不安や疑問を解消し、自分が将来どういう現
場で働きたいか改めて考えるきっかけとなり、今後の就職活動
において参考になる有意義な機会となりました。

友香

私は、深谷警察の方のお話を聞いて車を運転することへ
の責任や事故を未然に防ぐことの大切さを学ぶことができ
ました。印象に残った一言は「事故は身近じゃないと感じ
ている人もいるが、誰でもどこでも起こり得る」という言
葉です。
最近の例として、深谷市内で運転中の男性が考え事をし

■献血を実施しました。

ていて注意力が低下してしまい、横断していた男性を撥ね

平成 28 年 7 月 22 日（金）全学年を対象に、校内で献血を実施しま

てしまったという話を聞きました。実際に私も、実習中に

した。学生同士で献血の呼びかけをしたおかげで多くの協力を

夜遅くまで記録を書く日が多く、実習場所から家までの行

得ることができました。次回は平成 29 年 1 月 13 日（金）に実施し

き帰りの直線道路でぼーっとしてしまい、走行中うとうと

ますので、ご協力よろしくお願いします。

してしまうことがありました。
このように、疲れなどで注意力が低下してしまうため、
他人事ではないと痛感しました。
これからは、自分でも十分加害者になり得ることを忘れ
ずに、気分転換をしながら運転して事故を未然に防ぎたい
と思いました。

■学校説明会（2 年課程通信制）
平成 28 年 8 月 27 日（土）准看護師から
看護師になるため、2 年課程通信制へ
の進学を検討している方を対象とした
学校説明会を実施しました。

ダブルエムコモンズ

ダブル

平成 28 年 10 月 7 日（金）今、医療関係者の間で話題のWMcommonsの中山真さん、中原誠さん( W マコト)をお招きし、特別
講演を行いました。お二人は「笑い（笑顔）の力」を医療現場や学校でも活かせるよう、独自のコミュニケーション術の講
演を行っている吉本興業の元芸人さんです。話し方も間もテンポも心地よく、終始引き込まれ笑いが絶えず大好評でした。

■コミュニケーションの第一歩
19 回生

和田

真樹

とを学び、笑顔は大切だと思いました。ジェスチャーひとつで、
「伝え
る」を「伝わる」に変えることができると学び、こんな意思疎通の方

今回の講演のテーマは「笑認～個性を活かし合うコミュニケーショ
ン～」でした。放送作家 W マコトのお二人を迎えて、声を出して笑っ
たり、隣の人を褒めて認め合ったりして、笑顔で過ごす時間になりま

法もあるのだと感じました。
また、名前の前にキャッチフレーズを入れることで、その人の特徴
が伝わってきて、印象深くなるのだと思いました。

した。コミュニケーションのポイントが、現在活躍している芸人さん

“なんでやねん力”で物事を紐解くことを身につけると、成功率を

の技を交えながらの説明でしたので、イメージしやすく、楽しく学ぶ

高めることができるというお話が心に残りました。成功体験と失敗体

ことができました。

験の両方から、どうしてこうなったのかを考えることでミスをなく

その中で私の印象に残ったことが 2 つあります。1 つ目は相槌を打

し、曖昧で終わらせないことで、問題に対してよりよい解答を見つけ

ちながら相手の話を聞くことです。これは、今まで私もコミュニケー

られると学びました。

ションを取るときに心がけていました。しかし、今回の講演で相槌は

「医療現場が社会の起点、元気にして社会に返す」、この言葉がとて

相手を認めることにもつながるということを知りました。そのため、

も心に響きました。看護師もコミュニケーション能力が必要不可欠な

今後は相槌を打つだけではなく、相手を認めることも意識してコミュ

ので、学んだことを今後に活かしていきたいと思います。

ニケーションを取ろうと思いました。
2 つ目は話すきっかけを見つけることです。私は人見知りなので、
初対面の人と話すまでに時間がかかってしまいます。しかし、自分か
ら話題になりそうなことを見つけ、勇気を出して一言声をかけるこ
とで会話が始まります。今まで私は、会話が続かなかったらどうしよ
うという不安があり自分から人に話しかけるのが苦手でした。しか
し、今回の講演できっかけを見つけることでコミュニケーションの
第一歩につながることを学びました。
今後の実習や、臨床の場へ出ても活かしていきたいです。

■笑いの現場から学べるコミュニケーション
21 回生

中村

文香

芸人さんが行っているコミュニケーション方法についてお話を聞く
ことができました。笑うことがコミュニケーションの第 0 歩であるこ

8 月～9 月の間の 5 日間、病院見学
実習と、学内で行う面接授業がありま
した。普段と領域が異なる医療現場
での実習は新鮮で、看護実践に関す

■母性看護学実習Ⅱで学んだこと
通信制 4 回生

施設で実習を行う「病院見学実習」
本校で受講する「面接授業」の２つ
の内容が通信制の「臨地実習Ⅱ」の
構成となります！

る考察を深めることができました。

天笠

利恵

今年も 10 月に入り、国家試験まで 4 か月となりました。毎日、課題

ないよう配慮し指導されていました。

学習や放送大学の勉強と、これまでと変わらない仕事量や家事に追われ

一つひとつの看護を幅広い目を持って観察し適切に指導している

駆け足をしているような日々を送っています。大変な毎日ですが、自

ことや、
「一緒に頑張りましょう」と温かい言葉を掛けて母親に接し

分で選んだ道で自分の夢に向かって進んでいる日々は、とても充実してい

ている姿を見習いたいと思いました。忙しい仕事の中では、つい看護

ます。そして、応援してくれている家族や職場の方々に感謝しています。

師主体になりがちです。しかし、当たり前のことですが、看護の基本

私は准看護師として 10 年以上の就業経験を持ち、現在では老人施設

である安全安楽を守り看護している場面を見学させて頂き、もう一度

で働いています。今回の母性看護学実習は、准看護学校以来の実習で、

自分の看護を見直す良いきっかけとなりました。そして実習指導を担

就業先とは違う分野の対象者への看護ということもあり、とても緊張し

当して下さったスタッフの方も、お忙しい中で私たち実習生に詳しく

ました。

説明し質問にも答えて頂きとても有意義な実習となりました。

見学実習 1 日目では、自然分娩に立ち会うことができ感動しました。

面接授業では、グループワークにおいて各病院での体験・見学した

この病棟では、助産師 23 名と看護師 2 名がいらして、みなさん優しく、

ことをまとめ発表しましたが、その中で印象に残ったのが、乳房の張

とても温かみのある言葉で声掛けをする姿が印象的でした。妊婦さんが

りがあったときに里芋シップやジャガイモシップを作り貼付してい

不安にならないよう励まして、安心するように声を掛けながら、俊敏に

たり、ソフトロジーを活用している病院など特徴があり興味を持てま

適切な処置をしている事にも感動しました。また、授乳指導の見学もさ

した。また、森島先生の穏やかで楽しい授業の中には、母性看護学での

せて頂きましたが、その時も母親に優しく寄り添い、丁寧に説明し、乳

重要ポイントとなる内容の小テストが数回あり、緊張しましたが勉強

児の抱きや吸啜状況をみながら乳児の様子も観察し、母親が頑張りすぎ

になりました。今回の学びを今後の看護に役立てていきたいと思います。

≫深谷市主催の第 4 回「えん旅」に初参加しました。

≫オリーブの木に実がなりました！

平成 28 年 9 月 24 日（土）に、一般の方に向けた体験交流型イベン
ト「えん旅」に初参加しました。普段なかなか知る機会のない看護
学校の裏側を見ていただき、普段の暮らしに役立つ看護ケアやコツ
を中心にレクチャーし、楽しく体験していただきました。子どもか
ら大人までたくさんの来場があり、賑やかな 1 日となりました。

学校長大坪公子先生が校庭に
植えたオリーブの木に緑の立
派な実がなりました。塩漬け
用は緑のうち、オイルにする
のは紫に熟してからが適して
いるそうです。大変あくが強
いのでそのまま食べないでく
ださいね。

他にも夏ミカンの木に実がなり、コスモスは一面きれいに咲きました。近々、
チューリップの球根を植える予定です。春先楽しみにしていてくださいね。

≫「代謝栄養学」で食事療法を学びました。
2 年生 20 回生が、糖尿病患
者さんの食事療法を学ぶ
為、土屋先生のご指導のも
と調理実習を実施しまし
た。メニューは焼きコロッ
ケと押麦を使用したリゾッ
トです。適正摂取カロリー
を守り、いろいろな食品を
バランスよくとることの大
切さを学びました。

ラベンダーのオイルを使ったハンドマッサージと足湯のケアは癒しの効果もあり特に人気
でした。様々な体験をした後、参加してくださった方々に修了証を発行しました。

■図書室からのお知らせ
≫年 2 回行う蔵書点検を実施。紛失図書ゼロ！

■事務室からのお知らせ
≫看護師国家試験の日程について
第 106 回看護師国家試験

平成 29 年 2 月 19 日（日）
なお、合格発表日は、平成 29 年 3 月 27 日（月）午後 2 時
以降に厚生労働省のホームページ等で確認ができます。

学生皆さまに、よりスムーズな資料提供ができるよう破損や紛失がないか確認する
ため、蔵書点検を実施しました。今回、学生一人ひとりの素晴らしい心がけのおか
げで、紛失図書はありませんでした。ご協力いただきありがとうございました。
最近では、2 年課程通信制の学生も多く利用され嬉しい限りです。これからも是非、
たくさん利用してください。

≫ノベルティグッズが新しくなりました。

■平成 29 年度入学試験のお知らせ

平成 28 年度より、3 年課程の体験入学や個別相談等で来校

3 年課程（全日制）

してくださった方に付箋と不織布トートバッグを差し上げ
ています。個別相談（要予約）は平日随時行っています。
年齢性別問いません。社会経験のある方の受験も大歓迎で
す。是非、一度見学に来てください。お待ちしております。

入試区分
推薦
社会人

第1回

一般
社会人
一般
社会人

入学試験日

願書受付期間

合格発表

平成 28 年 11 月 4 日（金）

平成 28 年 10 月 11 日（火）
～10 月 25 日（火）

平成 28 年 11 月 10 日（木）

第1回
第2回

平成 29 年 1 月 27 日（金）

平成 29 年 1 月 5 日（木）
～1 月 19 日（木）

平成 29 年 2 月 2 日（木）

第2回
第3回

平成 29 年 3 月 10 日（金）

平成 29 年 2 月 3 日（金）
～3 月 6 日（月）

平成 29 年 3 月 13 日（月）

◇個別相談・学校見学も承っています。（要予約） ℡:048-587-1370（平日 9：00～17：00

土日祝休）

2 年課程通信制（※准看護師の方対象）
願書受付期間
第4回
＠FUKAYACITY

当校オリジナルふっかちゃんデザイン使用！

平成 28 年 11 月 9 日（水）～11 月 22 日（火）必着

合格発表
平成 28 年 12 月 6 日（火）

◇平成 30 年度生募集については詳細が決まり次第、随時ホームページにてお知らせいたします。
ご不明な点等はお気軽にお問合せください。℡:048-501-2730（平日 9：00～17:00 土日祝休）

◇学校説明会…8/27（土）10/22（土） ℡:048-501-2730
ねぎぼうず便り秋号 発行日:平成 28 年 10 月 28 日 発行元：（学）藍香学園 深谷大里看護専門学校
編集委員会 住所：〒366-0019 埼玉県深谷市新戒 749-1 電話：048-587-1370
※詳細はホームページにてご確認ください。※学校説明会参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みくだ
さい。

