
■交流会を通して学んだこと         

21回生 新井裕子・中村文香 

 

看護師となり、病む人々のために働きましょう！   学校長 大坪公子   

事にバーベキューを続けることが出来ました。ここから協調

性の大切さを学びました。 

 実習が近くなり、不安や心配が大きくなっている私達に、

実習で疲れているにも関わらず、先輩方は優しく「大丈夫だ

よ！」「何かあったら言ってね！」と声をかけて下さり、その

笑顔に勇気づけられてとても心強かったです。この言葉をバ

ネにし、１１月からの領域別実習を乗り越えていきたいです。

さらに、学習にもしっかりと取り組んでいきたいと思いまし

た。 
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学校長 大 坪 公 子   

《短歌》 

病(や)む人を思ふやさしき心持ち 自分の力を信じて学ぶ 

 

今回の交流会は、「学年を越えた新たな人間関係を作る機会

を持ち、楽しみながら情報交換をする。」という目標のもと行

われました。２年生の役割は中間学年としてグループをまと

め、学年を越えて交流が深められるようにすることでした。 

 内容は、バーベキューをしながらの交流で、お肉が焼ける

のを待つ間に先輩や後輩に声を掛け、学年という壁を越えて

交わることが出来ました。そうすることで自然と話が広がり、

テストや学習、実習について、さらに普段の生活についてな

ど、さまざまな話をするきっかけになりました。 

 このように、一つの網を囲んで焼いていると、自然と会話

をすることが出来ました。学年を越えて交流を深めることが

でき、普段できないことが話せたのでこれまでの交流会とは

違った経験が得られました。また、焼けたものをみんなで食

べるからこそ、さらに美味しく感じました。 

 途中で、雨が降ってきてしまいましたが、先輩方がコンロ

を運んだり、後輩の私達はテントを運んだりと、指示がなく

ても全員が進んで協力して雨宿りをしました。そして、無 

 

 

 

 

 

 

 新年おめでとうございます。皆様明

るい新年を迎えた事でしょう。学年末

が近づき、勉強に集中しなければいけ

ない時になっています。特に 3年生は

目の前に迫った看護師国家試験のた

めの勉強をしていることでしょう。努

力は必ず報われますので、どうぞ頑張

って下さい。 

 さて、ある生命保険会社の調査

によると、小学 6 年生までの子供

達の将来の夢で、「大人になったら

なりたいものは？」によると、 

（女の子）では、1位は食べもの屋さん、2位は看護師さん、

3位は保育園・幼稚園の先生、4位はお医者さん、5位は学校

の先生でした。 

（男の子）では、1位は学者・博士、2位は野球選手、3位は

サッカー選手、4 位は警察官・刑事、同じく 4 位はお医者さ

んでした。 

 看護師という職業は社会的に高く評価されてきているの

で、女の子では第 2位になっています。なんと嬉しいことで

はありませんか。すばらしい先輩の看護師さん達が、看護師

は立派な職業で社会のために役立つだけでなく、人間的にも

信頼のおける人達だということを示しています。大人達が評

価し子供達もあこがれる将来の夢として、看護師を選んでい

ると思われます。 

 確かに先日行われたケーススタディ発表会で、3 年生は高

い倫理観を持ち、辛い立場にいる人達に優しい思いやりを持

って接し、生きる元気を与えてくれておりました。学校生活

3 年間でよくここまで成長したと感動しました。1 年生、2

年生もこれから先輩の姿を見てがんばって勉強していくこ

とでしょう。 

 2 年課程通信制の皆様は、どんなにか辛い勉強に取り組ん

でいることでしょう。どうか頑張って下さい！勉強の筋道は

出来ていますから、それに添ってひたすら努力して勉強して

下さい。皆様は仕事と家庭と勉強があります。しっかりとし

た目標を持って入学してきた「学生」ですから最後まであき

らめずに努力して下さい。体調管理をよくして、目的達成の

ため頑張って下さい。 

 

 

 

 

                  
                  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 10 月 6 日（金）、に 2年生 21回生が中心となり秋の交流会を行いました。 

バーベキューを楽しみながら、各学年親交を深めました。 
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■ケーススタディを終えて 

20回生 内田 美希 

■看護に必要なコミュニケーション能力と観察力 

22回生 長壁 英里香 

平成 29年 10月 28日（土）深谷ビッグタートルで開催した深谷市主催の「福祉健康

まつり」に 2 年生 21 回生が参加しました。地域の方々と交流し、充実した１日を過

ごしました。 

■福祉健康まつりに参加して 

21回生 高橋 蓮 

平成 29年 11月 8（水）・9日（木）20 回生 3 年生がケーススタディ発表会を

行いました。臨地実習で患者さんと関わった事例を一つ取り上げて考察した

看護研究の発表を行う、3 年間の「学んだ証し」を披露する集大成の発表会

です。 

 10 月 28 日に深谷市で行われた福祉健康まつりに、2 年生

40 名で参加させていただきました。私たちは健康の部に参

加し、たくさんのお客様に来ていただきました。他の団体も

数多く参加しており、地域の皆様と交流する機会となりまし

た。普段関わることがなかった近隣の医療関係の学生とも交

流することができ、互いに血圧測定や AEDの使い方、唾液分

泌を促す体操、ハンドマッサージなどを通して学び合うこと

ができました。また、小さなお子様からご年配の方まで、幅

広い年齢の方が参加されていたため、様々な年代の方ともお

話することができ、今後の実習に活かしていけるとても素晴

らしい交流の場となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私達は「看護の道を求め続けた４２００時間～患者さんと

向き合ったわたし達の記録～」というテーマでケーススタデ

ィ発表会を行いました。このテーマは、１年間の実習を通し

て様々な患者さんと関わり、患者さんと向き合おうとする

日々、患者さんを理解しようと悩んだ日々、患者さんから信

頼を得られ嬉しかったことなど様々な想いを込めました。 

 発表会では、患者さんの個別性に合わせた看護から、自分

が経験できなかった援助や自分が思いつかなかったような

興味深い看護の発表を聞いたり、患者さんの言葉を傾聴し寄

り添ったお互いの努力を知ることができました。 

 発表会は自分一人ではできないと思っていましたが、ケー

ス係やクラスのみんなの協力と先生方の支えがあったので

無事に終えることができました。とても素晴らしい発表会に

なり、今までにない達成感がありました。                 

 今後も、クラス一人一人がまとめたケースを出発点とし、

更なる自分の看護観を磨いていきたいと思います。 

初めてケーススタディ発表会に参加し、看護には何が必要

なのかが少しわかり、看護について深く考える機会となりま

した。先輩方が患者様をよく観察し、ニードの充足、未充足

を確実に捉え個別性のある看護を行われたことがよく伝わっ

てきました。特に印象に残ったのは、手浴の効果についてで

す。手浴を行い手を温め、触れるという援助でさまざまな効

果があることが学べました。そして、手浴を行いながらコミ

ュニケーションをとることで、患者様との信頼関係を築くこ

とができ、患者様の闘病意欲を高めることができるのだと感

じました。また、対象だけではなく、ご家族の方ともコミュ

ニケーションをとりながら援助を行うことでご家族の心のケ

アにもつながることがわかりました。 

 先輩方の看護から、看護にはコミュニケーション能力や観

察力が必要で、個別性を捉えて援助することがより良い看護

につながるのだと感じました。私も先輩方のような看護がで

きるように今から勉強と演習に励み、患者様やご家族を笑顔

にすることができるような看護をしたいと思いました。その

ためにも失敗を恐れず何ごとにも挑戦し、失敗から自分に足

りないものを見つけて学んでいきたいと思います。 

 

21回生 佐々木 結衣 

 福祉健康まつりで、私はハンドマッサージを担当しまし

た。マッサージをしながらお互いに触れあうことで、より話

しやすい雰囲気を作ることができ、色々なお話を伺うことが

できました。赤ちゃん抱っこには、老若男女問わず多くの

方々に来ていただきました。赤ちゃんを抱くと皆さん自然に

笑顔になっていました。福祉健康まつりを通して、地域の方

と触れ合うことの大切さを学ぶとともに、「頑張ってね」や

「立派な看護師になってね」という優しい言葉をかけていた

だき、私たちは地域の方々に支えられているのだと実感しま

した。 

ハンドマッサージ： 

来てくれた人にリラクゼーションの癒しを提供したい 

赤ちゃん抱っこ ： 命の重みをその腕に！ 

ナースキャップづくり：ナースに興味を持ってもらいたい 

ナースになりきってもらいたい 

各チームは、こんな願いを持って健康福祉まつりに参加しました 



■基礎看護学実習Ⅰを終えて 

22回生 新井 彩華  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、基礎看護学実習Ⅰを終えて患者様と円滑なコミュニケ

ーションをとる難しさ、患者様のことを第一に考えた援助をす

ることの大切さを学ことができました。 

今回は患者様と初めて関わらせていただく実習で、緊張や不

安でいっぱいでした。患者様は話していて笑顔が見られず無言

になってしまうこともありました。私は、話すのがあまり好き

ではないのか、学生がついたことをイヤだと思っているのか、

とても不安に思いました。しかし先生と話をしている時は笑顔

が見られました。話もスムーズで、なぜだろうと思いました。

先生は患者様に目線を合わせ声も患者様に聞こえやすいように

大きくしていました。そのことに気づき私は相手に合わせたコ

ミュニケーションがとれていないということに気づきました。

そこで、患者様に聞こえやすい声と目線を合わせたり、傾聴す

る姿勢でコミュニケーションをはかりました。すると笑顔を 

平成 29年 12月 4日～13日までの 2週間、1 年生が病棟で初めての実習を行い

ました。患者さんの生活状況に応じた適切な対応や援助、コミュニケーション

を取ることの基本を学びました。 

見せてくださり話もはずむようになりとても嬉しく思いまし

た。その会話の中で温泉に昔はよく行ったという話を聞くこ

とができました。そこで足浴をして足を温めてみませんかと

提案しました。しかし「車いすにのるのは疲れちゃうな」と

拒否されてしまいました。わたしは拒否されると思っていな

かったので、少しとまどってしまいました。しかし、患者様

は足のしびれがあったため少しでもしびれの緩和の援助を行

いたいと思いました。そこで足浴をすることでどのような効

果があるか説明しました。するとそれならやってみようかな

と援助に同意してくださりました。説明を詳しくすることで

患者様の答えが変わり驚きました。このことから根拠を持っ

て説明をすることの大切さを学ぶことができました。 

 次の基礎看護学実習Ⅱに向けて、患者様によりよい援助が

できるよう知識、態度、技術の向上に向けて日々精進してい

きたいと思います。 

平成 29年 12月に第１０７回看護師国家試験受験に向けて「学内国家試験対策」

を実施しました。 

忙しい日々の中、時間の都合をつけて多数参加されました。受験に向けては体

調を崩さず、頑張ってほしいと思います。参加者の「国家試験への意気込み」

や「後輩へのアドバイス」について,いくつかご紹介します。 

国家試験への意気込み 

＊絶対合格！！ 睡眠時間・・・・減らします。 

＊ここまで仕事と家庭を両立しながら頑張ってきたのだから絶対合

格したい！！後悔しないようやるだけの事をやる！！ 

＊試験日まで１日５時間の睡眠・正月お酒飲まない・・・おせち作ら

ない・・・現役合格！！ 

＊絶対一発合格します！休みの日は学校と予備校！1 日家でゆっく

りできる日がない・・ゆっくり寝たい・・国試終わるまでガマン！

（旦那様に、ごはんの時ぐらい参考書置いたらと言われちゃいまし

た） 

＊必ず合格する！！絶対合格する！！！職場の休み時間や間がある

時はケイタイのアプリで勉強している。    

＊現役合格！２年で終わりにするぞっ！！！ 

＊過去問題を勉強しています。事例が終わり国家試験へ本腰を入れま

す。勉強した時間に合否は比例すると信じ、頑張ります！！ 

後輩へのアドバイス 

＊事例は早目に行った方がいいです。私は１２月ギリギリで出します

が、まわりが国家試験勉強できる時に事例です。仕事が忙しかった

りしますが、1 日２・３時間でもいいので勉強をやる時間を作った

方がいいです。模試も返った時に見直しをしておくと今の時期、楽

かもしれません。覚える事大変ですが、頑張りましょう。 

＊焦りしかない・・・・できることなら 1年前に戻りたい。今から１

日３０分でも５分でも良いので毎日勉強しましょう。 

＊休みの時にまとめて事例をするのではなく、毎日少しずつでよいか

ら進めていくのがよいと思います。   

＊事例を早く終了させて国家試験対策に励むことです。学習ガイド・

模試の結果・解説をよく理解しレビューにまとめる。 

＊過去問を徹底的に繰り返しすることです。その中から、何を問われ

ているかが理解できるようになってくる。早め早めの学習です。 

＊1 年生のうちから 1 日１０問を解いていくこと。事例終わってから

本格的に国試に進みますが、振り返りにもつながります。 

＊レビューブックを１年生から活用し、ノートを作ったりして学びを

深めると自分の力になると思います。 

不安だってあります 

＊問題をやっていますが、わからない所や言葉が多すぎて不安しかあ

りません。とにかくやるしかないのはわかっていますが不安です。 

＊必須問題がとれない・・・・・ 

＊同じ所を間違えてばかり・・・自分が嫌になります。なんでこんな

に早とちりなのか・・時間がなくなるのではと焦ってしまいます。 
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■図書室からのお知らせ 

≫雑誌の製本について 

２０１７年１月号～１２月号の全部の雑誌を製本に

する準備をしています。２月下旬から３月上旬頃には製

本となって戻ってくる予定です。もし、図書室より持ち

出している雑誌がありましたら、速やかに返却をお願い

いたします。２０１６年以前の雑誌は製本にされて書棚

にあります。しばらくの間ご不便をおかけしますが、ご

理解とご協力をお願いいたします。 

■平成３０年度入学試験のお知らせ 
 

◇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） 

≫災害時に私たちができること 
 
平成 29 年 12 月4 日（月）3 年生 20 回生が平塚厚子先生の

「災害看護と国際看護」の講義で災害看護演習を行いました。 

看護ボランティア役と被災者側に分かれ、看護役が必要な看

護を計画、実践し、被災者側はそれをどう感じたかを体験して

もらうシミュレーション演習です。 

■事務室からのお知らせ 

≫看護師国家試験の日程について 

第 107回看護師国家試験 

平成 30 年 2 月 18 日（日） 

当校の試験会場は以下の通りです。 

・3年課程        大正大学 巣鴨キャンパス 

・2年課程通信制  立教大学 池袋キャンパス 

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。 

 

≫「国際交流論」異文化交流！ 
 

平成 29年 11 月 14 日（火）に 1 年生 22回生の「国際交流

論」の講義で、コロンビア、フランスなど 6 名の外国の先生を

お招きし、楽しく異文化を学びました。 
≫「在宅看護論援助論Ⅱ-2」発表 
 

2 年生 21 回生の「在宅看護論援助論Ⅱ-2」の発表会があり

ました。在宅看護論の看護過程は、個人でのプロジェクト学習

の手法で取り組みました。一人一人が事例について自ら調べて

ポートフォリオを作成し、在宅療養を継続するための提案書を

構築しました。療養者と家族に寄り添い、対象のための独創性

のある援助計画が発表されました。 

 

≫「看護の統合と実践実習Ⅱ」 

  （2 年課程通信制） 
 

「看護の統合と実践実習Ⅱ」の面接授業を行いました。心肺蘇

生法とＡＥＤについて学びました。人形を使い、実演を交えて

行われました。 

出願期間 試験日 合格発表

社会人 第３回 平成３０年　２月　２日（金）～３月　５日（月）必着 ３月　９日（金） ３月１２日（月）

一般 第２回 平成３０年　２月　２日（金）～３月　５日（月）必着 ３月　９日（金） ３月１２日（月）

３年課程募集日程（修業年限３年全日制）

入試種別


