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これからの学習

～勉強脳を獲得する極意～

副校長 田杭

Vol.24

とも子

10 月に入り金木犀が香り、勉学に励むのにとても適した季節にな

ンをしてから勉強に取り組もうとしていませんか？そしてついつい時

りましたね。学生の皆さんは新学期から半年が経過し、看護師になると

間が経ってしまう。これではやる気は起きません。脳がゲーム脳になっ

いう意思をもって自ら学び成長しようと努力されている最中であると

てしまうのでなかなか切り替わらないのです。

思います。

「やる気」はまず勉強を始めることで刺激されます。
「やる気はないけ

去る 10 月 13 日、3 年課程は宮子あずさ先生をお招きして特別講演

ど取り敢えず始めよう」と勉強を始めると、いつの間にか集中力が出て

が行われ、これから皆さんが歩む看護師としての人生について深く考

きます。勉強脳のスイッチが入るので自然とやる気が出て、これを繰り

える機会になりました。看護実践は一人ひとりの人間性が反映される

返すと勉強時間も伸びていきます。頑張る自分への自己効力感で更に

という事を胸に刻み、目的意識をもって学生生活を送りましょう。通信

脳が活性化し、知識が定着しやすくなります。どうしても気が進まない

課程は 1 年次、2 年次とも、国家試験対策が行われ、目標に向かって熱

ときは、
「さあ！勉強しよう！」と声に出すと、スイッチが入りやすく

心に受講されました。豊かな人間性を持ち、科学的根拠を基に判断でき

なります。始めの 5 分くらいは音読するのもよいでしょう。 声に出す

る看護師を目指して頑張りましょう。

ことで脳がその気になるのです。そして、毎日同じ時間に勉強すると脳

さて、本校は看護専門学校ですから学生全員が国家試験合格を目指
しており、教職員も全員合格を目指して日々指導に当たっています。今

が慣れてきて「勉強の時間だ。集中しよう。」とスイッチが簡単に入る
ようになります。これがやる気を出して勉強する極意です。

年から問題がレベルアップし、一般問題の長文化や 5 肢 2 択など、よ

今年の 9 月には図書室便り第 1 号が発行されました。図書室はみん

りアセスメント力が問われるものになります。対策としては「やる気を

なも頑張っていることを感じながら、静かに学習できる環境になって

もって勉強」する事です。しかし、なかなかやる気が起こらないと言う

いますので集中しやすいというメリットがあります。まずは行動を始

悩みを耳にすることがあります。 実習や学校、または仕事から帰宅し

める事、一人ひとりの行動が全体の雰囲気を作っていくと思います。勉

て気分転換にちょっとだけゲームをして、スマホをチェックして、ライ

強脳を獲得して頑張りましょう。

平成 29 年 7 月 31 日（月）
、8 月 2 日（水）、8 日（火）、18 日（金）
の 4 日間、2 年生 21 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 160 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。

■協力して作り上げたオープンキャンパス
21 回生

柴田茉海・原嶋ひかる

オープンキャンパスでは、手洗いと血圧測定とモデルを用いたフィ
ジカルアセスメントを行いました。
まず手洗いでは、参加者全員にブルーライトに反応する専用クリー
ムを塗っていただき手の汚れの状態を見てもらい、汚れが残っている
手指の部分を再度洗ってもらいました。参加者はこの体験をして普通
の手洗いだけでは汚れが落ちていないことを確認することができ、衛

参加者と在校生との交流の時間では、積極的な質問もあり詳しく学校

生学的手洗いの必要性を理解してもらえたと思います。次に実際に自

のことを知ってもらうことが出来ました。

分で血圧測定を行ってもらいました。初めての体験で難しそうでした

私達は、今回のオープンキャンパスを計画し、体験していただく参加

が、担当学生のサポートを受けて時間いっぱい取り組んでいる姿がみ

者にわかりやすく、楽しく看護技術を実践してもらうには、どのように

られました。

工夫したらよいかみんなで検討しながら協力して行いました。看護専

モデルを用いたフィジカルアセスメントでは、聴診器を用いて呼吸
音、心音の正常や異常の音、瞳孔の収縮や散大の様子を目で見て、耳
で聞いて実際に体験してもらいました。参加者からは初めての体験で
「あ！すごい」などの驚いた様子や感動の声が聞こえました。

門学校では、何を学習していくのか、看護師の仕事の実際が想像しやす
かったのではないかと感じました。
私達は、回数を重ねる中で、改善点を見つけ話し合い、さらによりよ
いオープンキャンパスを協力して作り上げることができました。

平成 29 年 7 月 21 日（金）2 年生 21 回生が約 3 週間の実習を終え、報

■より個別性のある看護を目指して
21 回生 芹田実紗希・芳野友香子

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。

基礎看護学実習Ⅱでは、専門的な知識をもとに、個別性のある援助計
画を立案し実施することは大変でしたが、患者さんから頂く笑顔や感謝
の言葉は何よりもうれしく、達成感を感じることができました。
その主な内容は、認知症で寝たきりの患者さんに看護師が歯磨きシー
トを使って口腔ケアをしたら、すっきりした表情がみられたので、実習
で継続したところ開眼するようになったこと、花が好きで手先の器用な
患者さんに、気分転換や楽しみのために一緒に折り紙で花を作ったとこ
ろ、ひ孫にあげると喜んでくれたことなどでした。実施を通し、日々看
護ができる喜びが増していき、同時に多くの知識が身についてきている
こと、技術ができるようになってきていることの実感も得ることができ
ました。
実習終了後に報告会で学びを共有しました。リハビリへの意欲が低下
している患者さんに、自主的に行える工夫をした学生がいました。磁石
を使ったリハビリや、昔サッカーをやっていた情報から紙風船を蹴るリ
ハビリなど、楽しんでできる工夫で良いリハビリになると思いました。
様々な看護体験を聞き、学びを深めた報告会でした。
11 月から始まる領域別実習はもっと幅広くなるので、さらに個別性
を生かせる看護、「この学生が来てくれてよかった」と思ってもらえる
ような看護をしていきたいと思います。

平成 29 年 9 月 15 日（金）埼玉県深谷消防署の予防課の方をお招きし、
消火器の正しい使い方を指導していただいたり、煙体験をさせていただ
きました。また、日頃の防災に対する心がけや、3.11 東日本大震災の救
助体験をお話しいただきました。

■命を守る防災訓練
22 回生

中澤俊太

私は 9 月 15 日に行われた防災訓練に参加して、避難訓練や教室で
の煙中避難を体験し、さらに東日本大震災において消防隊員が緊急
消防援助隊として災害援助活動を行った話を聞きました。

動が取れれば良いと思います。

避難訓練は 3 学年が合同で行い、怪我なくスムーズに避難でき

東日本大震災から 6 年間経った今、緊急消防援助隊の方からの話し

ました。また実際に起きたときに訓練の大事さがわかるのだと感じ

や映像で、沢山の損壊と多くの人々の死を知りとても胸が苦しくなり

ました。消火訓練では、深谷消防署の担当者に消火器の扱いの法則と

ました。どれほどすごい震災だったのかと思い知らされました。私は

して操作ポイントが 3 つあり、5m の範囲内で 15 秒間消火可能なの

当時小学校 6 年生で地震発生時、家にいてコタツの下で揺れがおさま

がわかりました。これを意識して消火のシミュレーション体験した

るのを待っていました。家は無事だったのですが、テレビをつけると

ことで、簡単に消火ができました。万が一、火が出た時も逃げずに消

すごいことになっていたのを覚えています。今後震災が起こること考

火しようと思います。また消火は、ドアを背にしながら行うことで延

えると本当に怖いです。担当者から震災が起きた時の私たちの行動と

焼した時に、逃げ道をつくり、身を守る必要があるので実践しようと

して①逃げる準備をする②情報収集をする③水の確保をすると聞き、

思います。煙中避難の体験は人生初めてでした。真っ白で前が見えな

少しはこころにゆとりができました。

かったため、進むときは姿勢を低くして煙を吸わないようにして通
り抜けました。煙を吸うことなく脱出でき、今後の災害時にも同じ行

私は、今回防災訓練に参加して自分の身は自分で守ることや難しい
けど冷静で人のことまで助けられる存在になりたいと思いました。

平成 29 年 10 月 13 日（金）
「あたたかい病
院」の著者である宮子あずさ先生をお招き
し、特別講演をしていただきました。

■考える看護を大切に

■看護師とうい生き方
20 回生

増田未来

宮子あずさ先生の講演を聞かせていただいて、先生が実際に臨床

22 回生

齊藤美穂

宮子あずさ先生の特別講演では、
「看護師という生き方―看護師は
生きてきたように看護をする」についてお話を伺いました。看護師と
して長年働いてきたからこそ得られた学びや看護という仕事の奥深
さをユーモアたっぷりにお話してくださり、看護師を目指したこと
を改めて良かったと思うとともに、早く働きたいと思える貴重な時

で経験した事例をあげて話して下さり、自分だったらこの場面でど
うしていたのかと考えたり、患者さんの優先度や個別性について深
く考えることが出来ました。また、今までの実習では患者さんのニー
ズに合わせた優先度を考えられていたのか、自身の看護を振り返る
ことも出来ました。
看護には看護師の生き方と患者さんの生き方が映り込み、似たよ
うに看護をしても、患者さんの反応は異なる場合があると聞き、私自

間となりました。
講演の中では、看護師のキャラクターが患者さんに伝わり、それが
看護に現れるというお話が特に印象に残りました。
「できること」よ
りも、今までの失敗や挫折などの経験から学び得たものを積み重ね、
患者さんが何を思い、何を望んでいるのかをよく見て「わかること」

身も実習を通してこの患者さんだからこそ出来る看護があると思う
ことが何度もありました。
私も自分自身のスタイルを活かした、自分にしかできない看護を
探求して、実践できるようになりたいと思いました。

「考えること」が大切であることを学びました。また、それがその後
の看護へと深みを増してつながっていくのだと思いました。
私達１年生は、12 月から基礎看護学実習Ⅰが始まります。初めて
の実習で大きな不安もありますが、自分のキャラクターを生かしな
がら患者さんの気持ちに寄り添い、考える看護を大切に実習に臨み
たいと思います。

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
に関する考察を深めることがで
きました。

■在宅看護論実習で学んだこと
通信制 5 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！

渡邉真由美

今年 5 月下旬に面接授業で在宅看護に関する基礎知識と、見学実習に

も大変満足され、何度もお礼を言ってくださいました。入浴が身体の

ついてのオリエンテーションを受け、7 月下旬の猛暑の中実習の日を迎

清潔を保つ目的の他、その方の生活の質を高めるものであると感じま

えました。
私が実習させて頂いた訪問看護ステーションは、２４時間体制でター
ミナルケア、重症度の高い療養者様の受け入れを行う機能強化訪問看護

した。訪問看護師に求められるのは、アセスメント能力、状況判断力、
実行力、応用力であるということが面接授業の講義にありましたが、
それはこのことであると実感し、感動しました。また、見学実習後の
面接授業では、グループワークで各ステーションでの体験、見学した

ステーションでした。100 人の利用者がおり、対象は幼児から 99 歳の高

ことをまとめ発表しました。在宅では必要物品も工夫して使用されて

齢者でした。看護の体制は受け持ち制ではなく、午前、午後に各 2 名の

おり、中でもご主人手作りのストレッチャーがあり驚きました。准看

訪問を行っているとのことでした。

護師として、１０年以上の就業経験はありますが、根拠に基づいた看

在宅では病院と違い、療養者様、ご家族にいかに満足していただける
看護を提供できるか、意見や希望を聞きながら看護を展開させなければ
なりません。ご家族が介護の重要な役割を担っているため、限られた時
間の中、療養者様だけでなくご家族の言葉を傾聴し信頼関係を築き上げ

護をしたいと思い入学しました。仕事と学校の両立は大変で苦しいで
すが、学ぶことによって少しずつ知識がつき、看護技術や科学的根拠
を深めることができてきました。また、面接授業中に小テストがあり、
緊張しましたが、「確かな知識の獲得のため」と斎藤先生の叱咤激励
もあり、とても感謝しています。

ることが大切であると学びました。実習で一番印象に残ったことは、療

そして、残り５か月となった国家試験合格に向けて、学習を積み重ね

養者様の入浴介助です。意思疎通が困難な方でした。清潔ケアは毎日行

ていきたいと思います。

われていましたが、ご家族から「入浴させたい」と訪問当日に希望があ
り、看護師は一時迷ったように感じました。バイタルサインをとり、ご
家族にリスクを十分説明した後入浴を決断し実施しました。療養者様に
負担がかからぬよう、安全安楽にご家族の協力を得て無事入浴を終了し
ました。入浴後の療養者様はとても穏やかな表情をされており、ご家族

≫深谷市主催の第 5 回「えん旅」に参加しました。
平成 29 年 9 月 30 日（土）に、一般の方に向けた体験交流型イベン
ト「えん旅」に参加しました。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。アロマオイルを使
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。お子様向けにナースキャップ作りを行い、色ペンやクレヨンで
描いた絵やかわいいシールを貼り、思い思いに出来たナースキャプに
満足そうな笑顔がとても印象的でした。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。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。

■卒業生による病院紹介

■献血を実施しました。

■学校説明会（2 年課程通信制）

平成 29 年 7 月 6 日（木）3 年生 20 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。

平成 29 年 7 月 24 日（月）全学年を対象

平成 29 年 10 月 22 日（日）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。

に、校内で献血を実施しました。学生同士
で献血の呼びかけをしたおかげで多くの
協力を得ることができました。次回は平
成 30 年 1 月 19 日（金）に実施しますの
で、ご協力よろしくお願いします。

■事務室からのお知らせ
≫看護師国家試験の日程について

■図書室からのお知らせ
≫読書の秋！

第 107 回看護師国家試験

平成 30 年 2 月 18 日（日）
なお、合格発表日は、平成 30 年 3 月 26 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。

本校は 26 誌の雑誌を定期購入しています。看護学生に向けた雑誌や専門科
の雑誌など、目的に応じてご利用いただけます。雑誌の館外への貸出しはで
きませんが、お昼休みや授業の空き時間、放課後などを利用して閲覧してみ
てください。また「図書室だより」第１号を発行しました。読書の秋です。
図書室ではたくさんの本や雑誌がみなさんをお待ちしております。

■平成 30 年度入学試験のお知らせ
3 年課程（全日制）
入試区分

入学試験日

願書受付期間

合格発表

平成 29 年 11 月 2 日（木）

平成 29 年 10 月 10 日（火）～10 月 24 日（火）必着

平成 29 年 11 月 9 日（木）

推薦
社会人

第1回

一般
社会人

第1回
第2回

平成 30 年 1 月 26 日（金）

平成 30 年 1 月 4 日（木）～ 1 月 18 日（木）必着

平成 30 年 2 月 1 日（木）

一般
社会人

第2回
第3回

平成 30 年 3 月 9 日（金）

平成 30 年 2 月 2 日（金）～ 3 月 5 日（月）必着

平成 30 年 3 月 12 日（月）

◇個別相談・学校見学も承っています。（要予約）

2 年課程通信制（※准看護師の方対象）

第4回

願書受付期間

合格発表

平成 29 年 11 月 13 日（月）～11 月 27 日（月）必着

平成 29 年 12 月 13 日（水）

◇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。

（平日 9：00～17:00 土日祝休）

２年課程通信制 事務室
℡：048-501-2730
（平日 9：00～17:00 土日祝休）

ご不明な点等はお気軽にお問合せください。

◇学校説明会…8/27（土）10/22（土）

■お問い合わせ
３年課程 事務室
℡：048-587-1370

℡:048-501-2730

※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
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