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寒い日が続いていますが元気に学

の現場で准看護師としての経験がある人達ですから、医療と

生の皆さんは勉強に励んでいること

看護というものをある程度理解しておられます。しかし、看

と思います。

護の現場では通用していたものでも、学問的には通用しない

３年生は全力を挙げて看護師国家
試験の勉強をしましたので結果を待

ものもありますし、もっともっと深く勉強しなければならな
いものも多いのです。

ちましょう。皆さんは「全員合格」出

皆様は准看護師としての仕事をしつつ、通信教育としてた

来ます！この学校は国家試験の準備

くさんのレポートを書いて提出しなければなりません。放送

を十分してきています。みんなが

大学のコースも勉強しなければなりません。また、2 年間で

応援しています。きっと良い結果

50～60 日位この学校に来て面接授業も受けなければなりま

です。

せん。国家試験の問題は、専門学校や看護大学と同じもので
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２年生は実習も進み、看護師の

とてもレベルの高いものです。これを受験して合格しなけれ

仕事の内容を十分に理解できるようになったと思います。看

ばなりません。とても大変なことだと思います。しかし毎年

護師は勉強して科学的知識を持った上で、やさしい思いやり

たくさんの人が合格していますから頑張ってください。合格

のある態度で暖かく患者さんに接することが大切です。看護

したらほんとうにすばらしいことだと思います。

師は高い人格と深い教養を身につけて、病む人の側に立って

私は学校の庭が大好きです。大好きな桜の木が何本もあり

患者さんのために親身になってお世話をすることが大きな

ます。樟の木も銀杏の木もオリーブの木もシュロの木もあり

役目です。病んでいる人は非常に弱い立場にありますから、

ます。梅もハナミズキも南天も芙蓉もあります。ライラック、

看護師のやさしさで患者さんは助けられます。ヒューマニズ

みかん、きんかん、夏みかん、ヒメリンゴ、よいかおりのキ

ムの極致の仕事をするのは看護師です。

ンモクセイもあります。

１年生は基礎的勉強が進み、一般の人とは違う看護の専門
職になるのだということがだいぶ解ってきていると思いま

裏庭には大きなエゴの木があり白い花が咲き、小さい緑の
ランプのような実をたくさんつけます。あじさいも元気です。

す。これからさらに医学的、看護的学問がたくさんあります。

先生方が教育に熱心でとてもよい学校です。

どうか先輩たちを見習って学校生活を楽しみながらしっか

春にはチューリップがたくさん咲くでしょう。
いつまでもこれらの草花や木が残り「玄関に桜の樹のある学

り勉強していってください。
通信教育課程の皆様へ、皆様はこの学校で看護師の資格を

校」と呼ばれればいいなあと思っています。

取るために 2 年間勉強していただいております。皆様は看護

平成 30 年 10 月 5 日（金）、に 2 年生 22 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。

■楽しかった交流会

22 回生 福田

麗

今回の交流会は 2 年生が中心にバーベキューを企画し、１

た交流をすることができました。秋の交流会は 2 年連続でバ

年生・３年生とも協力し合い開催することができました。台

ーベキューを行いましたが、仲間からは「楽しかった。
」など

風で天候も心配されましたが実施する頃には天候に恵まれ、

の声をかけてもらうことができ、今回の企画を担当してとて

無事にバーベキューを行うことができました。春にはなかな

も嬉しく思いました。

か先輩に声をかけることができなかった１年生も基礎看護学
実習前となり、積極的に先輩に声をかけ、実習や授業・テス
トのことなど普段では話せないことを質問している様子があ
りました。そして２年生も領域別実習を前にし、先輩方に質
問している様子が見られ、実習で疲れているにもかかわらず
３年生が丁寧に答えてくださいました。各学年の垣根を越え

平成 30 年 10 月 27 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 22 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。

■福祉健康まつりを終えて
22 回生

塚越

水紀

ていて、お世話になったこ

福祉健康まつりに参加させていただき、ハンドマッサー

とを感謝している。」と話

ジ・赤ちゃん抱っこ体験・ナースキャップ作りを行いました。

してくださり、直接気持ち

各ブースでは、お子さんからご年配の方まで、たくさんの方

を伺うことができてとて

と交流することができました。その中で、以前にピンクの白

も嬉しく感じました。今回

衣の学生に家族のことを看護してもらったという方がいら

福祉健康まつりに参加し、地域の方と交流し様々な話し

っしゃいました。
「その時の学生がとても印象的でよく覚え

を聞くことができました。今後も地域の方と交流をしな
がら、看護の学びを深めていきたいです。

平成 30 年 11 月 7（水）
・8 日（木）21 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。

■ケーススタディ発表会を終えて
21 回生

ケーススタディ係

２１回生のケーススタディ発表会のテーマは「私たちの１
年間の軌跡～看護と向き合い葛藤した１年間～」です。私た
ち３年生は、様々な患者さんとこの１年間関わり、個別性に
合った看護とは何かを悩み考え実習を行ってきました。その
中で私たちなりに考え、行った援助から学んだことを発表さ
せて頂きたいと思いこのテーマにしました。
▲お世話になった実習先の看護師さんなどを
お招きし、感想や講評をいただきました。

発表会では、３８名ひとりひとりの看護観を論文を通して
学ぶことができました。実習では、患者さんの個別性に合わ
せた看護や知識に基づいた援助の必要性について学びまし
た。クラスメイトや実習グループメンバーのサポート、先生
方のご指導により１年間の実習を乗り越え，ケーススタディ

■ケーススタディ発表会に参加して
23 回生

小池

達也

をまとめ発表することができました。
次に乗り越えなければならない壁は国家試験です。クラス
全員合格できるように頑張っていきたいと思います。

ケーススタディの発表を聴講し、先輩方が患者さんの成長
発達段階に合わせ、ニードの充足・未充足を理解し適切な援
助を行っていたことがわかりました。その援助により患者さ
んの自己効力感を高め、最初は活動的ではなかった患者さん
が、変化していく様子がよくわかり、患者さんとの円滑なコ
ミュニケーションが出来ていたからこその結果だと思いまし
た。
また、どのようなところに注意しながら患者さんと関わり
を持ち援助を行ったのか要点がまとめられていました。援助
の流れをプロセスレコードによって表現されていたことで、
時間経過による患者さんの変化がよくわかり容易にイメージ
することができました。
まだ実際の看護経験はなく不安なことも多いですが、先輩
の発表で得られた学びを活かして、より良い看護が提供でき
るよう臨地実習へと繋げていきたいと思いました。

平成 30 年 12 月 3 日～12 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。

■基礎看護実習Ⅰを通しての成長と次への学び
23 回生

丸岡

真奈

基礎看護学実習Ⅰは２３回生にとって大きく成長すること
が出来る実習でした。患者さんの 1 つ 1 つの言葉が勉強にな
り、自分が患者さんを見ているだけでなく、患者さんも私を
見ていて、ケアやコミュニケーションが成長したねと声をか
けてくださり、励みになりました。また、看護師さんからも
患者さんの疾患に対しての観察項目を教えていただき、自分
の力不足を実感することが出来ました。そのため今後はどう
やって勉強していかなければならないのかを考えさせられる
機会になりました。
実習を終えての報告会の準備では、概念図をそれぞれ作成
し、経験したものを絵やイメージで表しました。どのグルー
プも作成に精を出し、工夫をし合い、それぞれの特色がでて
いるものになったと思います。発表ではひとりひとり自分に

とって人間関係を形成するのに必要だと思ったコミュニケー
ションを体験談をまじえて説明しました。タッチングや援助
を通してのコミュニケーションの有用性、目線を合わせる事、
笑顔、雰囲気作りなどがあがり、自分では気づけなかったこ
とを知れ、とても有意義な報告会が出来ました。

平成 30 年 12 月に第 108 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。

受かって当たり前！
そのためにここに来た！

一発合格！！
絶対合格！！！

自分に負けない！！
自分で勝ち取る！！
あきらめない！！
私は絶対に国家試験に受
かる！！

不安はある。でも、
目標を達成するために
今頑張っている！！
私のわがままを聞いてくれた
夫と娘のためにも合格したい。
します！！

残りの日々
手を抜くことなく
頑張りたい！！！

合格した自分の姿しか
想像できません！！

気合・はったり・根性！！
楽しみながら頑張ります。
落ち着いて
試験に臨みたいです

＊＊頑張ってきた自分を信じて、力を出し切りましょう！！
＊＊

事例学習を一刻
も早く終わらせる
ように！

５分・１０分空いた時間を
見つけてテキストを読む。
トイレ・フロに入っている時も
テキストを読む！！！

何から手を付けたら良いか必ず迷う。
不得意の所ばかりだけに執着せず、沢山
の問題を解くようにすると不得意の部分
の理解につながりやすい。

課題は
スピード勝負！

携帯のアプリなどを利用し、
できるだけ多くの過去問を解
くようにした方がいいと思う。

＊＊国家試験受験に向けて、先輩のアドバイスを大切にして学習を進めましょう＊＊

≫「看護の統合と実践実習Ⅱ」
（2 年課程通信制）
≫「国際交流論」異文化交流！
「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
平成 30 年 11 月 13 日（火）に 1 年生 23 回生の「国際交流
論」の講義で、コロンビアやロシアなど５名の外国の先生をお
招きし、楽しく異文化を学びました。

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。

■ホームカミングデーについて
■学校説明会（3 年課程）開催決定！

＜アクセス＞ ＪＲ高崎線 深谷駅下車 北口より車で約１５分
深谷駅よりスクールバスあり
太田市尾島 新上武大橋より車で約１０分
＜時間＞
＜内容＞

＜対象＞

午前１０：００～１２：００
学校生活の説明 ・ 校内見学 ・ 受験対策 ・
奨学金制度の説明
看護に興味のある方、年齢性別は問いません。

卒業生は就職後３か月経過し新人研修を受け、少しずつ職場環境に慣れて
くる時期であるとともに、新人だからこその悩みや壁に直面している時期で
す。
ホームカミングデーに参加することで、たくさんの人との交流を通して刺
激し合い、自分自身を見つめることで、一歩前に踏み出せるような機会とし
ていただきたいと思います。
日程：平成３１年７月１２日（金）
会場：本校２Ｆ演習室 午後１時３０分

実施日：平成３１年６月２2日（土）
応募締め切り日：平成３１年６月１８日（火）
＜応募方法＞

★ 本校のホームカミングデーの目的
卒業生が同級生や下級生（３年生）、教員と交流を深める機会です。

・①メール(ホームページからも可) ②電話 ③はがき ④ＦＡＸのいずれか。
メール・はがき・ＦＡＸには郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記して下
さい。
・ 応募受付後、ご案内のはがきを郵送します。

☆ 学校説明会当日は、深谷駅よりスクールバスを運行します。（無料）
ＪＲ高崎線深谷駅北口 渋沢栄一像裏側 ９：４０発
【自家用車利用の場合】校内に駐車場あり
【タクシー利用の場合】ＪＲ高崎線深谷駅 北口より約１５分。片道1800円前後。
＜問合せ・申込み先＞
深谷大里看護専門学校 広報部
〒366-0019
深谷市新戒749番地1
ＴＥＬ：０４８－５８７－１３７０（平日9:00 ～17:00）
ＦＡＸ：０４８－５８７－２９８７
ＵＲＬ：https://fukaya-kango.ac.jp/
E-mail：info@fukaya-kango.ac.jp

開場

★ 参加できる方は、平成３１年７月５日（金）までに、学校HP、或いは電
話かＦＡＸでお知らせください。みなさんの勤務先に「ホームカミングデーの
案内」を、６月上旬に発送する予定です。

■図書室からのお知らせ
本校の学生は、卒業後も図書室をご利
用いただけます。貸出冊数は３冊、貸出
期間は５６日です。就職先によっては、
２年目くらいに研究課題を与えられ、本
校の図書室を訪れる方もいます。学校行
事などもありますので、来校される前に
は図書室が利用できる時間等の確認の
電話を入れてください。来校されるのを
楽しみにしております。

■平成３１年度入学試験のお知らせ
３年課程募集日程（修業年限３年全日制）
入試種別

出願期間

試験日

合格発表

社会人 第３回

平成３１年 １月３１日（木）～平成３１年 ３月 ４日（月）必着

平成３１年 ３月 ８日（金）

平成３１年 ３月１１日（月）

平成３１年 １月３１日（木）～平成３１年 ３月 ４日（月）必着

平成３１年 ３月 ８日（金）

平成３１年 ３月１１日（月）

一般

第２回

◇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 年課程通信制の平成 31 年度の募集は終了しました。2020 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）
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