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新年おめでとうございます。学生

た。発表を聞いて、
『ここまで成長した！』と感心しました。

の皆さんは希望に満ちた新年を迎

国家試験でも良い結果を出してくれるものと期待していま

えた事と思います。

す。

さて、新年１月になると学年末が

１年生や 2 年生の皆さんも、これから多くのことを学んで

近づき、より勉強に集中しなければ

いかなくてはなりませんが、先輩達の立派な姿を見て頑張っ

いけない時期になってきます。特に

て下さい。

3 年生は目の前に迫った国家試験の

2 年課程通信制の皆さんは、仕事や家庭を持ちながら看護
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準備で忙しいことと思います。今学

学を学んでいくので、どんなにたいへんで努力が必要なこと
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んでいる事は将来にわたって役立

かと思います。しかしすでに身につけている技術や医学知識

ち、努力が無駄になるようなことは

を基礎として学んでいくので、未経験の場合より多くのこと

決して有りません。初めはつらくても勉強しているうちに頭

を深く理解していけると期待できます。

の中が整理されて、色々なことが理解できるようになり、学

季節はこれからさらに寒くなり風邪など引きやすくなり

ぶことが楽しく感じるようになってくるものです。先日行わ

ます。体調管理に十分気を付けて目的達成のために頑張りま

れたケーススタディ発表会では、皆さんが今まで学校で学ん

しょう！

できたことをきちんとまとめてしっかりと報告していまし

令和元年 10 月 26 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 1 年生 24 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。

■他者との関わり方を学んだ福祉健康まつり
24 回生

筒井

菜々子

２４回生が参加した福祉健康まつりは、日々の演習の成果
を発揮する場となり、本番では予想を遥かに超える忙しさで
した。今年は、ハンドマッサージ、血圧測定、ナースキャッ
プ作りを行いました。ナースキャップ作りでは、子供達とそ
の家族とコミュニケーションを図りながら行い、ハンドマッ
サージでは相手の手を取りながらコミュニケーションを行
った事で、相手との距離が縮まるのを実感しました。
幅広い年代の来客があり、その年代に合った援助やコミュ
ニケーションの取り方を学んだと同時に、仲間と１つの課題
がクリアできた事に達成感を味わうことが出来ました。とて
も貴重な経験ができた１日となりました。

令和元年 11 月 6（水）
・7 日（木）22 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。

■ケーススタディを振り返って
22 回生

菊地

美輝

私たち２２回生は、夏休みから研究を始めて実習と並行し

■ケーススタディ発表会に参加して

まとめてきました。その集大成であるケーススタディ発表は

23 回生

緊張や不安など様々な気持ちが入り混じっていたと思いま

青木

理恵

ケーススタディ発表会では、実習先の指導者の方々や先生

す。ケーススタディ発表直前では、変更点が多くクラス全体

方、全学年が聴講している中での発表で、先輩方は少し緊張

に戸惑わせてしまったこともたくさんあったと思います。し

しているように見えました。しかし、事例を発表している先

かし、２２回生全員で、役割を決めて責任を持って行動し協

輩方の姿は、自信と達成感に満ち溢れ、とても輝いていまし

力したことによってケーススタディの発表は、成功で終わる

た。先輩方は患者様に寄り添い、話を聴くことで患者様と信

ことができたと思います。ケーススタディ発表を成功させた

頼関係を築き、患者様にとって何が必要かを考え援助されて

この２２回生のメンバーだからこそ、国家試験に向けて頑張

いました。その経過が細かく発表されていて、実際の援助の

っていけると思います。今回のケーススタディ発表に向けて

様子が伝わってきました。質疑応答ではたくさんの質問が飛

関わってくださった先生方や指導者さん看護師さんそして

び交いました。自分にはない視点での考え方、着目点を知る

受け持たせて頂いた患者様に感謝の気持ちを忘れず、国家試

ことで、大きな学びとなりました。今、私たちは領域実習が

験に全員で合格し恩返しができるよう、２２回生全員で頑張

始まり、看護展開を行っています。先輩方のようなケースス

っていきたいと思います。最後にケーススタディ係に協力い

タディ発表会ができるよう、今回得た学びを活かしていきた

ただきありがとうございました。

いと思います。

令和元年 12 月 2 日～11 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。

■基礎看護学実習Ⅰを終えて
24 回生

横瀬

琴羽

基礎看護学実習Ⅰは２４回生にとって、多くの事を学べ、
たくさん成長する事ができた実習となりました。私達が患者
さんを見ているのと同様に、患者さんも私達学生の事をよく
見ており、
「血圧測定が上手くなったね。
」
「昨日より良く出来
るようになったね。
」と声を掛けて下さいました。更に実習先
の看護師さんからも丁寧にご指導頂き、自分の力不足を実感
する事ができ、今後の学習の大切さを改めて考えさせられる
機会となりました。

令和元年 12 月に第 109 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」

▲令和２年１月には国家試験対策特別講義も行われました。

について、いくつかご紹介します。

国家試験合格への意気込み

とにかく毎日時間のある
時を見つけ、なくても問
題集をやる。自分との戦
いであり、絶対に合格し
かないと思い、頑張るし
かない！！

とにかくみんなで
合格する！
「努力した分だけ
報われる」という言
葉を支えにラストス
パート走り抜けま
す！

あいまいな記憶で
試験を受けること
がないよう繰り返
し問題を解いて確
実に点数がとれる
よう勉強する。

緊張せずに
自分の力を
出せる様に
準備してお
く。

1点の取りこぼし
がないように（特
に必修）最後まで
諦めないで粘り強
く頑張る！

＊＊頑張ってきた自分を信じて、力を出し切りましょう！！
＊＊

後輩へのアドバイス

つまづいたら、先生に電話！聞
く！先生は聞きたいこと以上に
めちゃくちゃ教えてくれる！事
例終わった達成感はハンパない
☺

「自分に負けない」「絶対
にあきらめない」と毎日自
分に言い聞かせる。進んだ
時間は戻れない、戻らない。
2年間はあっという間なので、でき
るときにのんびりせず頑張りましょ
う。とても忙しいので、やることに、
優先順位をつけ、スキマ時間を有効
活用することが大事だと思います。
1年時の前期の単位認定試験は全科目を受け
ることが望ましいと思います。学習ガイドは
知識にもなるし、国試にも結び付くので丁寧
にやったほうが良いです。

仕事の休憩中は携帯ア
プリを利用し問題を解
くようにしている。

事例はできるだけ早く終わらせ
るようにする！（8月までに！）
参考書もたくさん買ってしまう
と途中で終わりになるので1、2
冊でいいと思う。

友達と励ましあい、
頑張る！

＊＊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＊＊

≫秋の交流会
令和元年 9 月 13 日（金）、に 2 年生 23 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。

≫「国際交流論」異文化交流！

≫小児看護学援助論Ⅰ

令和元年 11 月 13 日（水）に 1 年生 2４回生の「国際交流論」
の講義で、外国の先生をお招きし、楽しく異文化を学びました。

令和 2 年 1 月 22 日に 1 年生 24 回生が離乳食の調理実習を行
いました。

■事務室からのお知らせ
▶国家試験について
令和２年２月１６日（日）に行われる第１０９回看護
師国家試験の会場が決まりましたのでお知らせしま
す。
３年課程：日本工科大学蒲田キャンパス
２年課程通信制：東京外国語大学府中キャンパス

■図書室からのお知らせ
看護記録の SOAP は、S（主観的情報）
、O（客観的
情報）
、A（アセスメント）
、P（計画）のことを言い
ます。客観的事実に基づいて、問題の本質を把握し、
根拠をもって目的に至る考え方が重要になります。
この手法は、看護の現場だけでなく、世の中のいろ
いろな問題を解決する際にも役立つと思います。社
会に出てからも、この手法で悩みを解決してみては
いかがでしょうか？

▶献血について
令和２年３月１９日（木）
、学校に献血車がやってきま
す。ぜひご協力お願いします。

■令和２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

令和２年 ２月 ６日（木）～令和２年 ３月 ４日（水）必着

令和２年 ３月１３日（金）

令和２年 ３月１６日（月）

令和２年 ２月 ６日（木）～令和２年 ３月 ４日（水）必着

令和２年 ３月１３日（金）

令和２年 ３月１６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）
※2 年課程通信制の令和２年度の募集は終了しました。令和３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）
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