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看護学を勉強し幸せな人生をおくりましょう

Vol.22

学校長 大坪公子

新年おめでとうございます。学生の

やりを持って接し、生きる元気を与える人なのです。先日行わ

皆様は希望に満ちた明るい新年を迎

れたケーススタディ発表会で、皆様が誰からも愛される立派な

えた事と思います。学年末が近づき、

看護師になるために大切な「人間性」をしっかり持っているこ

勉強に集中しなければいけない時に

とがはっきりわかりました。皆さんが看護師となり社会のため

なってきています。3 年生は特に目の

に働ければ皆様自身も幸せになれるのです。どうぞ自信を持っ

前に迫った国家試験を忘れる事はで

てこの道を進んで下さい。そして生涯この道で幸せな人生をお

きません。

くって下さい。
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精神的に苦しい毎日かもしれませ
んが、どうか皆様前向きに取り組ん

1 年生、2 年生も先輩達の立派な姿を見てがんばって勉強し
ていくでしょう。

で下さい。自分の出来るだけの力を

2 年課程通信制の皆様は、厳しい勉強に取り組んでいること

振り絞り、看護学と向き合い筋道に

でしょう。仕事と家庭と勉強でどんなに大変なことかと思いま

従って勉強して下さい！はじめは「勉強はつらい」と思ってい

すが、皆様は「学生」なのです。学生の最大の仕事は勉強！な

た人も勉強していくと、きっと「勉強はおもしろい！」と思え

のです。目的をかなえるためには努力が必要です。あとわずか

るようになってきます。知識が整理されて理解が深まると思っ

な時間しかありません。しっかり勉強の時間を確保し一心不乱

てもいなかったような変化がおこります。「あっ、自分は勉強

に勉強しましょう。どうかがんばって下さい。体調管理を良く

が好きなのだ！」という状態になると思います。必ずつらい状

行い目的達成のために頑張りましょう！

態を突破する事ができます。どうぞ「もうだめだ！」などと思
わないで下さい。この学校で学んでいる人はみな力を持ってい
ます。努力は必ず報われるのです。

《短歌》

「看護学」学ぶ私の支えには

親あり子あり

学校がある

看護師になり幸せな人生をおくっている自分を想像して下
さい。看護師は病気などでつらい立場にいる人にやさしい思い

した。それぞれの個性が光る仮装で盛り上がり、企画してよ
かったなと思いました。
平成 28 年 10 月 14 日（金）、に 2 年生 20 回生が中心となり秋の交流会

ゲーム後のお茶会では、先輩方から勉強や実習についての

を行いました。3 学年全員が楽しめるゲームやファッションショーを
行い、イベントを通して各学年親交を深めました。

アドバイスを頂き、後輩には私達の経験を伝えることが出来
ました。また、普段話すことのない先輩や後輩達と仲良くな
り、とても良い交流の場になったと感じました。

■仲間と協力し成し遂げることの大切さを学んだ交流会
20 回生 風間 美里

交流会の企画や運営をした経験から、仲間と協力し成し遂
げることの大切さを学びました。また、最後まで考え抜き長
い時間を準備にあてたことで、楽しんでもらえる交流会にな

私は、交流会係として 10 月 14 日に行われた秋の交流会を
企画しました。
交流会の内容としては、何のイラストかを当てる「スライ
スヒーロー」や校内に隠されている国試問題を解く「Ｎ-１グ
ランプリ」
、有志によるファッションショーとして「深谷ナー
スズコレクション」など盛り沢山な内容を企画し、６月から
準備を進めてきました。
当日は、学年を超えて意見を出し合っていたり、制限時間
に追われながらも役割分担をし協力しながら次々と問題を解
いている様子がみられ、とても楽しそうにしていました。フ
ァッションショーでは、グループ毎にトイストーリーやアラ
ジン、天使と悪魔などの可愛らしいものから、男子学生によ
る女装など思わず笑みがこぼれてしまうようなものばかりで

り、充実した達成感を味わうことが出来ました。今回、学び
得たものを活かし、今後も頑張りたいと思います。最後に、
皆さん、ご協力有難うございました。

■地域の方々とふれあった福祉健康まつり
20 回生 田島 静夏

平成 28 年 10 月 29 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 20 回生が参加しました。地域の方々と交

私は、
福祉健康祭りの係りとして 2 年生全員で協力し、地域の方々

流し、充実した１日を過ごしました。

と看護を通したふれあいを目的として福祉健康祭りに参加しまし
た。
2 か月前から準備に取り掛かりましたが、看板や配布する折り紙、
ナースキャップなど準備するものが多かったため、クラスの人達に
も協力してもらいながら準備を進めていきました。また、先生との
細かい打ち合わせを行うことや先輩の前回使用した物品やノートを
見ることで、当日のイメージができ、クラスの人達にも細かい情報
を提供することが出来ました。
ハンドマッサージでは、事前に放課後を使い、マッサージの手順
の確認や練習を行ったことで、当日はスムーズにできました。学生
と地域の方々の和気あいあいとした様子が見られ、「気持ち良かっ
た。ありがとう。
」などの言葉をいただくことが出来ました。赤ちゃ
ん抱っこでは、お子さんからご年配の方々まで多くの人に体験して
もらうことが出来ました。ナースキャップ作りでは作成をすること
で看護師への憧れを抱いている子供達もいて私自身も喜びを感じま
した。当日はたくさんの方々に来ていただき、ためるんピックのシ
ールが無くなるほどの大盛況に終えることが出来ました。
福祉健康祭りを通して思いやりを持ってふれあうことで、地域の
方々とコミュニケーションをはかることができました。また、喜ん
でくださる姿を見て、達成感を味わうことができ、素晴らしい経験
をすることが出来ました。

来場してくださった方々に胡麻油かアロマオイルを選んでいただき、ハンドマッサ
ージを行いました。他にも赤ちゃん抱っこ体験や手作りナースキャップなどたくさん
企画しました。
平成 28 年 11 月 9（水）
・10 日（木）19 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。

■対象に合わせた看護の大切さ
21 回生

■ケーススタディ発表会を終えて
19 回生

ケーススタディ係 6 名

11 月 9 日、10 日にケーススタディ発表会が行われました。19 回生の

秋吉

いろり

ケーススタディ発表会に参加して、対象に合わせた看護の大切さにつ

ａｎｄ

いて学ぶことができました。患者様の中には、自分の説明を理解してく

ｓｏｕｌ（全身全霊）～どんな時も支え愛、看護と向き合い続けた 300

れない方、ケアを嫌がる方、自尊心の高い方、治療が嫌いな子どもなど

日間～」です。私たち 3 年生は、受け持たせていただいた患者様に行

様々な方がいらっしゃいます。そんな患者様に対して、チェック表やポ

った看護について、文献や理論を用いて考察し発表しました。お互い

スター、キワニスドールなどを用いての看護は、学校で学んだことが活

ケーススタディ発表会のテーマは「ｏｎｅ´ｓ

ｈｅａｒｔ

の論文を講評する学生講評は、一人一人がしっかりと論文を読み込み、 きていてすごいなと思いました。
示唆も加えられていました。また、1、2 年生からも多くの質問があり、
活発な発表会になりました。

特に印象的なのは、意識障害のある患者様に対しての手浴を実施し
た、触れるケアの効果についての発表です。反応のない患者様に対して

私たちは実習を通じて個別性や患者さんの思いや考えを尊重し、根

どのように接するのか、とても良く分かりました。同時に、手浴を通し

拠をもって援助を行うことの大切さを学びました。また、自分は患者

た「触れるケア」の大切さが学べました。対象を良く観察し、何を行う

さんに何ができるのだろうか、どうすることが患者さんに最適なのか

べきなのか、観察力や知識が必要だとわかりました。対象に合わせた看

と考え、逃げることなく毎日患者さんと向き合い続けました。その日々

護をすることが、患者様の心を開くきっかけとなり、よりよい看護につ

の学びが、全員の論文から伝わってきました。実習中、時には思い悩

ながるのだと感じました。2 年後に私も先輩たちのようなすばらしい発

むこともありましたが、乗り越えることができたのは、実習グループ

表ができるように、毎日の授業を大切にし、活かせるように取り組んで

メンバー、クラスメイト、指導してくださった先生方、実習病院、施

いきたいと思います。

設の方々の支えがあったからだと思います。何より私たちに多くの学
びを与えてくださった、患者さんに深く感謝します。
発表会は自分の看護観を見つめなおす機会にもなりました。4 月から
看護師として、どんな看護を行っていきたいかを改めて考えることが
できました。目指す看護師像に向かって国家試験に合格することが、
今の私たちの目標です。19 回生、43 名全員が合格できるよう最後まで
諦めず、努力し続けたいです。

平成 28 年 12 月 5 日～15 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。

■患者様のペースに合わせたコミュニケーションの大切さ
21 回生 萩原 淳

け持ちから 3 日目に足浴を行わせて頂いた際に「気持ち良かった、
たまにはいいね」という言葉が聞かれ、その後、徐々に援助を希望
してくださるようになりました。このことから、患者様に合わせた

私は、基礎看護学実習Ⅰで終末期にあり痛みや不眠症状のある患者様

援助をするには、コミュニケーションを重ね、患者様を理解し、信

を受け持たせて頂きました。コミュニケーションや援助を行う際にも、 頼関係を築いていくことが大切だと学びました。
「今は眠らせて」「TV が見たい」
「身体が痛いし話をしたくない」と話

次の基礎看護学実習Ⅱに向けて、知識・技術・態度を基盤として、

されることや、顔を合わせてくださらないこともあり、患者様の望んだ

柔軟に患者様に合わせた援助が提供できるよう学習に取り組んでい

時に望んだ援助を行うことができずにとても戸惑いました。しかし、受

きたいと思います。
第１０６回看護師国家試験受験に向けて、平成２８年１２月上旬に学内教員に
よる特別講義を実施しました。受験生である４回生の皆さんは教員の講義を真
剣に受けていました。この時「受験に向けての意気込み」や、「５回生へのア
ドバイス」の言葉を受講者より戴きましたので紹介いたします。

【

国家試験受験にむけての意気込み 】
～自分を信じて前進あるのみ～

＊残り２ヶ月になりましたが、できる限りの事はやりたいと思
います。
＊甘えを許さず、ほんの隙間の時間でも何か１つ覚えられるよ
う頑張りたいと思う。

【 ５回生へのアドバイス

】

～計画的に勉強してね！～
＊事例１の２回目は遅くても７月には提出する。後は国試の勉強だ
けになるので、沢山問題解いて自分なりにまとめられると思いま
す。
＊課題を早く終わらせた方が、国試勉強にはやくから取り組めると
思います。入学後すぐに配付されているビデオはとても役に立つ

＊絶対合格！！
＊１０月頃からやっと本気モードに入り、問題集を買ったりゼ
ミに申し込んだりしています。先輩から「毎日家で３時間勉
強しないと受からないよ」とカツを入れられ焦っています。
＊過去問題集を頑張ってやりつくし、わからない言葉や、間違え
た問題はすぐに調べるようにしています。とにかく合格！毎日
がねむさとの戦い。

と思います。
＊看護過程は具体的な事例が多く、学習した方が良いと思いまし
た。
＊事例に取り組んでいる間は、国試の勉強には手がつけられません
でしたが、短時間でも良いので、事例のあい間に国試の勉強をし
たら良いと思います。
＊自分の得意、不得意のところ（分野）を早いうちに明確にしてい

＊メビウス講座で頑張ってます。
＊宿題を沢山いただきました。問題集と合わせて頑張ります！！
パワーをありがとうございます。
＊学びを復習（問題を解き）し、確実に自分のものにする。
＊先生方の応援の言を思い出し、死ぬ気で頑張ります。
＊絶対に准看護師から脱出したいです。最初で最後のつもりで、
１回で合格できるように頑張ります。
＊自分に勝つ！！
＊気はあせっても一日一日は確実に過ぎるので、わからない所を
確実に解決し、理解していくことで国試合格をめざします。

ると良いですね。
＊アカデミーの「でた、でた問」や、さわ研の「赤本」はとっても
良いので買うべし！提出物は早めに出すこと！「まだいいや」と
思っていると合格しないよ。
＊国試まで時間があると思ってはいけないです。先生が「覚えてく
ださい」と言ったものは、その日のうちに覚えた方が良いです。
カウントダウンの時に覚えたのでは遅いです！苦手な計算も早
めに対策して身につけておいた方が良いです。
＊国試問題は１年生のうちから１日１問でもよいから進めていっ
た方がよい。わからないことはそのままにせず、その日のうちに
解決すべきである。
＊国試対策の学習は早めに始めた方が良いです。「２年間はあっと
言う間です」という先生の言葉は本当でした。

【

誰もが持っている不安

】

～口では言わないけれど～
＊もう怖いです・・・やれるだけ頑張ります。
＊意気込みはあるが、問題が解けないとだんだん不安になる。
＊意気込みはあるのですが・・・。日々の生活に追われている事が
ストレスとなっており、思うように学習が進んでいません。不安
だけが１人歩きしている感じです。
＊徐々に試験日が近づいてきており、焦りを感じ始めています。模
試の結果からも、どの様な学び方が良いのか、この方法が合って
いるのか悩みながら学習をしている状態です。必修にあたる部分
は確実にしたいですが、ケアレスミスを起こしやすく自信がない
です。頑張ります。

＊春には、国家試験を受験した皆さんの頑張りにさくら咲け！！

≫「看護の統合と実践実習Ⅱ」

≫災害時に私たちができること

（2 年課程通信制）

平成 28 年 12 月 2 日（金）3 年生 19 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。

「看護の統合と実践実習Ⅱ」の面接授業を行いました。災害現場で必
要なトリアージの演習を行い、知識、技術向上に繋がる内容でした。

≫「国際交流論」異文化交流！

≫「在宅看護論援助論Ⅱ-2」発表

平成 28 年 11 月 15 日（火）に 1 年生 21 回生の
「国際交流論」の講義で、フランス、韓国など
6 名の外国の先生をお招きし、英語を使って楽
しく異文化を学びました。

護論援助論Ⅱ-2」の発表会がありました。在宅看護論の看

平成 28 年 11 月 11 日（金）に 2 年生 20 回生の「在宅看
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。

■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）
当校の試験会場は以下の通りです。
・3 年課程

大正大学

・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 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。

■図書室からのお知らせ
≫図書室だより
冬休み前後から国試の勉強を図書室でしている学生がたくさんいます。時々、本を借
りたりして気分転換もしているようです。中でも玉先生の「のほほん解剖生理学」は人
気があります。教える側の熱意が盛りだくさんの本です。本校の卒業生は、卒業後も図
書室を利用できます。思い出の本を探しに来校されることを心からお待ちしております。

■平成 29 年度入学試験のお知らせ
3 年課程（全日制）
入試区分

≫深谷市より表彰されました
平成 28 年 11 月 8 日（火）に田杭とも子副校長、
河上裕子 2 年課程通信制教務主任が深谷市より
表彰されました。教育、文化、社会体育若しく
はレクリエーションの振興又は社会福祉の向上
に貢献された方で、
「介護認定審査会委員として
の多年にわたる功績」が評価されての表彰です。
看護教員としての職務だけでなく、介護認定審
査会委員としての地域社会への貢献は本当に素
晴らしいことだと思います。

一般
社会人

第1回
第2回

一般
社会人

第2回
第3回

入学試験日

願書受付期間

合格発表

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）

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）
※2 年課程通信制の平成 29 年度の募集は終了しました。

◇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）
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