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『看護職のキャリアデザインを考える』

記念講演会・シンポジウム

平成 19 年 6 月 9 日（土）福島県立医科大学講堂

・ 開催にあたって
・ 記念講演
・ シンポジウム
記念講演：住吉蝶子先生

（社団法人東京慈恵会総合医学教育研究

センター医療教育研究部 客員教授）

シンポジウム：■ 座長
中山洋子先生（本学 学部長）



看護学部同窓会会長
（開催当時）

成子

駆けつけた同窓生有志の力でこの日

ありましたが、忙しい仕事の合間に

もあり開催間際までアクシデントも

参加者の元それぞれ自らのキャリア

在校生・同窓生など１３０名余りの

がシンポジウムを開催致しました。

護部長の北原様を中心に本学卒業生

デザインを考える良い機会となりま

を迎えることができました。

本学は卒業生も５２０余名とな

たび同窓会主催の開設

の気持ちを込め、この

ただいた方々への感謝

までに本学にご支援い

年を迎えました。これ

護学部は今年開設 周

のキャリアデザインを考える」とし

わしく記念行事のテーマは「看護職

ています。そして、その節目にふさ

開設 周年という節目を改めて感じ

者として学部へ戻ってくる人もおり

進学する人・今年にあたっては教育

には福島へ戻ってくる人・大学院へ

します。 

ご支援頂いた多くの方々に感謝いた

きく飛躍されることを期待しながら

と考えています。目標に向かって大

なことにチャレンジしてもらいたい

学生には今後も可能性を信じて様々

今回の記念行事を終え、本学部の

した。

周年記念行事を開催

ました。同テーマに基づき住吉先生

後に首都圏で働いていた同窓生の中

り、大学院も開設されました。卒業

するに至りました。準

の基調講演をいただき、附属病院看

しくみやその運営活動を行うことで

良質な看護サービスを提供するための

キャリア形成ができるような支援を考

りがい」を持って看護の専門職として

役割機能を認識でき、
「目標」と「や

理職は看護師が病院（組織）の方針や

ジェネラリストまたはスペシャリスト

えば、看護師のキャリアビジョンとラ

と考えます。支援方法としては、たと

イフビジョンの 年、 年後を描き、
す。良質な看護サービスを提供するた

一致するとは限りませ

めるニーズは必ずしも

リアニーズと組織が求

わけですが、個人のキャ

よってキャリアを積む

てさまざまな現場経験と継続教育に

関心に合わせたキャリア支援を行って

必須のプログラムと個々の成長や興味

などのしくみをつくっています。また、

スナースの活用、潸役割モデルの育成

価（目標面接・育成面接）
、潺リソー

仕事の場の提供、澆目標管理・能力評

ログラムの構築、滷ローテーション・

キャリア形成を図るために、漓教育プ

ばよいか意識変革しながら、効果的に

合わせ、個人と組織の融合をどう図れ

管理者と看護職員双方が医療の変化に

で重要なポイントになると考えます。

付けを行うことが個人の成長を促す上

ドバックを行い、その中で承認、動機

そのために、その結果や評価のフィー

で、役割課題や責任を持たせること、

看護部長

和子
北原

看護職のキャリア志向が高まる中、
ん。したがって看護管

います。そのために、どのようなキャ

キャリア形成のシステムを活用してい

ます。しかし、日々の業務や面接の中

10

きたいと思います。
（きたはら かずこ）

そこで附属病院看護部では看護師の

5

リア形成ができ、成長できるかが分か

看護職の場合、専門の基本教育を経

めにはまず人材育成が重要です。

のどちらを目指すかなどを提案してい

10

えています。

（ばんない せいこ）

最後に今回の記念行事に当たって

同窓生一同応援しています。

備期間が短かったこと

福島県立医科大学看

坂内

10

看護管理者のマネジメント機能は、

10

りやすく魅力的に提示することも必要
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福島県立医科大学看護学部開設

10 周年記念行事を開催して
管理者の立場から教育、
 キャリア支援について

■ シンポジスト
北原和子氏
（福島県立医科大学附属病院副院長
兼 看護部長）



大畑裕子氏、佐藤梢氏、赤間由美氏
（以上本学卒業生）

働きはじめて

感じること

福島市健康推進課地域
保健グループ 保健師

私が大学を卒業し、就職してからま

しています。手術室は、何種類もある

私は今、東京の病院の手術室で勤務

部活の存在です。友達と話をし、先

れるのは、大学時代の先生や友達、

になることができて、とても励みに

もなく半年が経とうとしています。職

なります。学生のみなさんには先生

生に聞いてもらうことで、頑張らな

今は器械出しを徐々に一人で行い、手

学生生活を過ごしてもらいたいと思

術は先輩とともに入っています。病棟

います。今は、患者さんとの会話が

や友達との関係、部活のつながりを

して患者さんの観察、対応は求められ

うれしかったり、新しい友達ができ

これからも大切にして、これからの

ます。今はまだ技術、業務を覚えるこ

たりと楽しいこともあり、日々の生

がありません。でも、手術室の看護と

手術を受けられる看護を目指していま

活に楽しみを見出しつつ、これから

たくさんのことを学んでいけるよう

勤務している脳外科は、急性期の方

（すずき のりこ）

に頑張りたいと思います。

私は現在、総合南東北病院の脳

る方まで様々な症状の患者さんがい

から麻痺がありリハビリを行ってい



神経外科で働いています。配属先

すが、そういう時に支えになってく

り、落ち込むこともたくさんありま

まだ思うようにいかないこともあ

す。

とで必死ですが、患者さんが安心して

と違って患者さんの多くは麻酔で意識

いといけないなという新たな気持ち

方々と接するときは、いまだに緊張し
ます。私の所属している地域保健グ
ループは保健師が地区担当制をとって
働いています。業務内容は乳幼児健診
やその事後フォロー、育児相談・健康
教育などの母子事業や、市民検診と事
後フォロー、健康づくりサークルでの
健康教育といった成人事業など、とて
も幅広いです。先輩方に助けてもらっ
ているとはいえ、一つの地区を任され
ている、という責任を日々感じていま
働きはじめて感じていることは、

す。
責 任 の 重 さ だ け で は あ り ま せ ん。
日々自分の知識の無さを痛感して

となった脳神経外科は、大学 年生

です。この実習を通して脳外に興味

の患者さんに接するため、一人一人

と思います。学生の時とは違い多く

かし、とてもやりがいのある病棟だ

て、毎日とても忙しい病棟です。し

をもつようになり希望していた領域

でも理解できるように丁寧な関わり

を理解するのは難しいですが、少し

ヶ月経過した今でもまだまだ不

を心がけています。

て過していました。また技術に関し

安なことだらけですが、今感じるこ

し、出会いを大切にしながらたくさ

います。そして多くの患者さんと接

んのことを学んでいきたいと思って

とを大切にしながら頑張りたいと思

病棟の雰囲気に慣れてきました。そ

ては何もできない自分に憤りを感じ

して、少しずつ日々の業務が分かる

います。 

（こいたばし ゆみ）

ようになってきたと思います。私が

る毎日でした。最近になってやっと

るものすべてが新鮮で、日々緊張し

ら ヶ月が経過しました。最初は見

看護師として働くようになってか

はとても嬉しかったです。

だったので、配属先が発表された時

の課題別実習で ヶ月実習した病院

4

います。もちろん大学で勉強した
ことが基本であり、現場で役に立
つことはたくさんあります。
しかし、
住民の悩みを解決できるような知
識・関わりや、日々変化していく
法律・条例などまだまだ勉強不足
です。
職場の先輩方は働きながら大学
に通ったり、自主的な研修会を設け
て勉強したり、学会へ出席したり
と積極的に勉強しています。私も
先輩方を見習い、これからも勉強
することを怠らずに、よりよいサー
ビスを提供できるような保健師に

1

祐子

なりたいです。 （すがわら ゆうこ）

4

4

優美
小板橋
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手術の種類に、それに応じた様々な種

紀子
鈴木

類の器械を出すということが特徴です。

東京慈恵会医科大学
附属病院看護師
総合南東北病院
脳神経外科看護師

場の雰囲気には慣れましたが、住民の

近況報告
看護師としての

4 ヶ月

菅原

ンパス”に来学された

今年の
“オープンキャ

に把握していること、特に身体面に

じめ精神面、社会面等の状態を的確

るため看護者は対象者の身体面をは

や聴診など、医師しか行わないと思

関しては視診や触診はもとより打診

われているようなテクニックを駆使

年を大きく上回り、盛
況 で し た。 そ の た め、

人数は３００名と、例

私が担当した模擬講義

した体験コーナーでの関わりも合わ

面白さ、模擬講義後に実習室で担当

して把握していることを強調しまし

室はしっかりと埋まり、サテライト

を受講して下さった方

室として準備されていた３０２講義

た。看護者がきちんと対象者のから

１名、学部学生３名、大学院生１名の計５名でミニ

せて、伝わってくれたら幸いだと

だ身体の状態を捉えていく重要性と

セッションが行われました。最初に、看護学部での

室でモニターを通して受講して下

思っています。 （
 よこた もとみ）

名が入れる３０１講義

カリキュラムの大筋について説明され、１年次では

さった方もかなりの数でした。模擬

も大変多く、約２００

「看護学の基本」や将来看護師などの医療従事者に

は？など高校

義・演習内容

の？実際の講

とが学べる

応は「お年寄りってこんな苦労をし

ができるほどの盛況で、高校生の反

を行いました。どのコーナーも待ち

滴の演習の実際』
、
『血圧測定』など

を展示。基礎看護部門は『注射・点

婦体験』など妊娠出産のしくみなど

ション体験』
、家族看護部門では、
『妊

生に看護学部

テラピー等取り入れた『リラクゼー

を知ってもら

ているんだ」
、
「抱っこも大変、親っ

看護学部で

おうと学生有

たみたい」
、
「妊婦ってこんな感じ」

てすごい」
、
「マッサージを家でやっ

域で工夫を凝らした体験

した。普段何気なく見ている光景を

実演では興味を持って見入っていま

実際に体験することで、看護が対象

など新鮮な驚きと、また注射・点滴

門では『老人体験』という

コーナーが開かれました。

テーマで高齢者の疑似体

解を示してくれたのではないかと感

としていることに少しでも興味と理

じています。  （くどう まゆみ）

験、また新生児・乳児人形

こ体験』
、呼吸法やアロマ

を使用した『赤ちゃん抱っ

今年の内容は、生態看護部

志と共に各領

どういったこ

講義では、適切な看護ケアを提供す

学習が行われ、学年が進むにつれて、生命科学や社
会医学を学び、実習を含みながら、小児、成人、老
人など発達段階に沿った看護について学んでいくこ
とが話されました。加えて、障害者看護や家族看護、
ないしは地域での健康増進活動など広い視野に立っ
て看護や医療について学ぶことが話されました。ま

（しが のりあき）

真由美
工藤
基礎看護学部門

た助産学専攻は定員の関係上、毎年 名以内と人数

さった沢山の高校生のみなさんに感銘を与えるだけ

対するひたむきさが込められており、参加してくだ

問です。それぞれのお話しには、それぞれの看護に

看護実践の積み重ねによって作り上げられてくる学

くというお話しがありました。看護学は一つ一つの

入って初めて自分のやりたい看護とその方法に気づ

に進学している東さんからは、実際に臨床の現場に

業し、関東と福島県で臨床経験を積みながら大学院

大学の違いについても説明されました。本学部を卒

告されました。また編入生からは専門学校と４年生

ち会う感動といのちの尊さについて体験を交えて報

が少ないのですが、出産という生命の誕生の場に立

10

ではなく、将来の展望を開くきっかけを与えてくれ
るものになりました。 

盛況！体験コーナー

なったときに必要な、人間や社会を理解するための

模擬講義を終えて

平成 年度看護学部オープンキャン

すが、今年度は参加してくださった高

２６０名程度が収容できる教室なので

室を会場に行われています。そこは

と、看護学部棟の最も広いＮ３０１教

いうテーマで行われました。例年です

学ぶこと、学生生活等について」と

パスでのミニセッションは、
「学部で

19

校生や父母の方々が３００名を超えて

素美
横田
基礎看護学部門

令明
志賀
総合科学部門

いたため、急遽座席を増やしての開催でした。教員

ミニセッション

入学して５ケ月が経ち、様々なこ
とがありました。入学式、新入生歓
迎会、 分講義、躰道部入部、テスト、
合宿、大会、解剖学実習。アルバイ
トと教習所を始めたり、ボランティ
アに参加したりと忙しい日々もあり
ましたが、全てが新鮮で楽しく過ご
すことができました。最初は慣れな
いこともあり不安でしたが、今では
自分の生活スタイルもできて毎日が
充実しています。
看護学部に進みたいと決めたのは
高校１年の夏のことで、ちょうど３
年が経ちました。そして今、私は大
きな壁にぶち当たっています。
「看
護とは？」という問いに自分の言葉
で答えることができないのです。看
護には様々な道があります。看護師、
保健師、助産師、養護教諭、大学院

看護学部に入学してはや５ヶ月が
経ち、ようやく大学生活にも慣れて
きました。最初は新しい環境に戸惑
い、すべてが不安でした。まわりに
人しかいない、大学の講義にはつ

は知らない人ばかり、さらに男子は
いていけるか、などなど落ち着かな
い状況でした。しかし、先輩方の激
しい歓迎を始め、先生方との交流の
場を設けてもらったり、新入生歓迎

看護学校を卒業して○十年が経

ち、再び学生という立場になるの

は、嬉しい様な恥ずかしい様な、

複雑な気持ちです。

「精神科看護」に携わり、中山

先生や大川先生との出会いが私に

大きく影響し、臨床と両立し大学

院で学ぶきっかけとなりました。

入学後は、想像以上に勉強の方

は大変で悪戦苦闘中ですが、先輩

編入の動機は、自分に自信をつ

６ヶ月が過ぎようとしています。

編入してからあっという間に

の交流が臨床への新たな発見や学

領域だけでなく、他の領域の方と

少しずつ前進しています。精神の

や同級生の皆様に助けていただき

した。今では学部、学年に関係なし

びとなり、充実した時間を過ごし

会を催してもらったりして、大学生

に交友関係を築き、部活にも勉強に

ていると実感している毎日です。

まだまだ大学院は私にとって未

けること、そして故郷福島県の

知の領域であり、人生の中で貴

現状を学び、専門性をもった看

護師として活動したいというこ

送っています。

とでした。大学では学生自らが

しいと感じられるように、自分の

ここでは先輩方や先生方、また医

ペースで頑張って行きたいと思っ

学部との繋がりが強いところが一番

ています。これからもよろしくお

重な経験や体験ができる３年間に

う初めて学ぶ分野など、短大時代

れた英語の演習、家族看護学とい

願いします。

なると感じています。辛くても楽
学、倫理、コミュニケーション論な

には経験できなかったカリキュラ

主体的に学ぶのはもちろんのこ

どさまざまな分野を勉強しています。

ムのもと、充実した毎日を送って

と、広く国際的な活動も視野に入

私はこの恵まれた環境で知識を身に

に欠かせない生物的なことから、法

つけ国家試験の合格を目標に、これ

います。 私は臨床も経験してい

（わたなべ てるこ）

ますので、これまでの知識や看護



からの大学生活を有意義に過ごして

（かしわぎ くみこ）

に過ごしていきたいと思います。

つつ、これからの１年半を大切

ぶことのできる幸せをかみしめ

もに、この恵まれた環境の中で学

す。新たな仲間ができた喜びとと

ながら夢に向かって進んでいま

ないのですが、互いに切磋琢磨し

います。今年の編入生は６人と少

観を振り返りながら学びを深めて

いきたいと思います。（はが たくや）

の魅力だと思います。講義では看護

活への不安は少しずつ消えていきま

柏木 久美子
編入 3 年

も熱を注ぎ、とても充実した生活を

看護学部に編入して


大学院に入学して

進学。看護師の働く場も広がってい
ます。しかし、
自分のやりたい「看護」
とは何だろう？漠然と「看護師にな
る」と思っていましたが、
「看護学の
基本」の講義を受けたり、先生や先
輩の話を聞いているうちに、今新た
に「看護とは？」ということに向き
合っています。この４年間でその答
（たけなか しおん）

えを見つけたいです。

照子

渡邉

大学院 1 年

卓哉
芳賀
1年

看護を志して


4

看護学部に入学して

志温
竹中
1年
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正直 勇人
栃澤

ようにケアを提供することの困難

実行することの大変さ、思っている

わせ、それに適した看護計画を立案

していく患者さんの状態・症状に合

ぶことは非常に多かった。日々変化

ケアを提供する実習であったが、学

いしらされた。

にすぎないものであり、未熟さを思

えることは「看護」のほんの一握り

足浴などが挙げられるが、自分が行

陰部洗浄、洗髪、口腔ケア、手浴・

としては、バイタル測定、全身清拭、

させられるものがあった。主なケア

今後は専門的な技術演習も入って

さ、人間の命を扱うことに対する責
任の重さなど、たくさんのことを学

臨み、卒業後は自分に自信の持てる

二
   週間という限られ
た期間ではあるが、改
それと同時に、病室内においての

素晴らしい看護師になれるよう努力

くるため、より一層気を引き締めて

充実していたと思う。
患者さんのプライバシーの低さや、

していきたい。

ぶことができた。

初めて一人の患者さん
生活環境を見て、病院の現状や抱え

めて振り返ればとても

を受け持たせていただ

みちる

リハビリに伴う
看護師の役割
作  道
４年

右被殻出血、

させていただ

希美

きました。今回、実際に地域で行わ

三  浦

麻痺の患者さ

れている事業等に参加させていただ

４年

地域実習を通して
学んだこと



私は、６月

に 約 三 週 間、

んを受け持た

くことができ、とても充実した実習

発症から約

せて頂きまし

になりました。また、保健センター

ンターで実習

た。リハビリによる排泄の自立が目

のスタッフの方々もお忙しい中、さ

三春町保健セ

的でした。患者さんからは「リハビ

１ ヶ 月、 左 片

リだけが楽しみだ、がんばらないと」

まざまなアドバイスや説明をしてく

た。患者さんに「上手になりました

事」というアドバイスを頂きまし

来ていることを認める関わりが大

ンファレンスで指導者さんから「出

よる自主グループ活動に対する援助

例えば、育児サークルなど、住民に

らの一方的なものではありません。

様々です。しかし、それは保健師か

健師が行っている活動は、本当に

住民が健康な生活を送るために保

（しょうじき は
  やと）

る問題なども目の当たりにし、考え


き、技術演習で学んだ

が、リハビリ中の表情は硬くうつむ

と意欲的な発言が聞かれていました

ね、昨日よりバランスが取れていま

上の学びを得ることができました。

ださり、実習前にたてていた目標以

を深めるためのきっかけになること

すよ」と声をかけると、「そうですか」

いていることが多い状態でした。カ

が行われている家庭を訪問した際に

を学んだ。

実習を通して学んだこと
は、完全に寝たきりの療養者の 時

介護について「家族へ

では、在宅医療・在宅

ションで実習をするま

習で訪問看護ステー

私は、家族看護学実

かし、
「最後まで妻の面倒は自分で

家族に与える負担を再認識した。し

観の違い）などがあり、在宅介護が

護を任せきり、家族一人一人の介護

け入れることで起こる微妙な家族関

蓄積していたり、在宅で療養者を受

積され、生活や心に余裕を失ってし

く、身体的にも精神的にも疲労が蓄

介護者が抱えるプレッシャーは大き

た。しかしながら、在宅介護で家族・

族との関係性が良好なケースだっ

たケースでは、療養者と介護者、家

今回の実習で訪問させていただい

いう意欲につながると思います。そ

きれば自信となり、次も頑張ろうと

たのだと感じました。上達を実感で

きず、焦りや不安の感情を抱いてい

た。患者さんは自分の上達を実感で

と穏かな表情になり、涙ぐみまし

できました。

援助について、学び、考えることが

す。自主グループの自主性を高める

と考えることが重要であると思いま

援を必要としているかを、しっかり

についてでは、今、住民はどんな支

間体制の介護により介護者に疲労が

の負担やストレスが多

る負担も大きいが、それ以上に療養

の話を聞き、在宅介護は家族に与え

行い、家族全体のＱＯＬの維持・向

家族や介護者の方々も含めたケアを

そのような時に、療養者だけでなく

まっている家庭も多くあると思う。

きな励みになることを学びました。

有することは、患者さんにとって大

の変化でも患者さんに伝え喜びを共

を捉える観察能力が大事です。少し

のためには看護師の患者さんの変化

れるような人間性も身につけていき

うに、住民に信頼される保健師にな

お世話になったスタッフの方々のよ

技術を学ぶことは勿論のこと、今回

これから、保健師に必要な知識や
話をするのは当たり前」等の介護者

みたい」
「育ててもらった親のお世

上の支援ができるような看護者にな



たいと思います。（み
 うら のぞみ）

1

（つくりみち みちる）

係の変化（すれ違い、家族 人に介

うイメージを抱いてい

くて大変である」とい

りたいと感じた。
（とちざわ あい）

24

者に対する思いの再確認や家族の絆

た。実際に、在宅介護
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基礎看護実習を終えて
家族看護学実習を終えて

研究・活動報告
がん看護研究会は、生態看護学
加し、学びを深め合うことができま

のもと、県内外より約１２０名が参
月から兼務辞令

名が参加し

療・教育機関でがん看護に携わる約
と共に、広く知識・技術を習得する

ざし、看護職者の相互の連携を図る

今後も「がん看護の質的向上をめ

病院のスタッフとして働いていた私

させていただいています。 月まで

を開始し、いろいろな場所にお邪魔

院でのリエゾン活動

をいただき、附属病

ています。主
場として活用する」ことを目標に、

ですが、病棟に入るときは緊張しま

した。

な活動とし
幅広く活動していきたいと考えてい

１９９８年に発足し、福島県内の医

て、２ヵ月に
ます。 

討会、また話
題や関心のあ
るテーマについて「公
開講演会／セミナー」
を 企 画 し て い ま す。

か
(んの くみ

１度の事例検

看護学部カレンダー

月 日から 月

6

日パシフィコ横

30

んにちは、リエゾン活動をしている

で患者さんが何を感じ考えているの

と一緒に考えていきたいと思ってい

び付けられるように、スタッフの方々

いを病棟や外来で行われるケアに結
今はスタッフに紹介された患者さ

いくように心がけています。
んやその家族からお話を聴かせてい

ます。

わりを続けていきたいと思っていま

の出会いを楽しみに、病棟や外来ま

いろいろな患者さんやスタッフと

ただくことが多い状況です。一言二
さんが１時間以上話し続けるときな

言話され、沈黙が続くときや、患者
ど状況は様々です。そのような方々

会が開催されました。日本での開催

は、１９９７年の東京大会以来 年

ステムが作られつつあり、 月の中

阪神淡路大震災を教訓に災害時のシ

ことが指摘されています。日本では、

中長期的に医療・保健の問題が残る

ションが難しくなったり、災害後も

かれました。災害時はコミュニケー

に関する分科会やシンポジウムが開

に、災害や感染症、看護の実践環境

期せぬ事態に立ち向かう」をテーマ

が参加し、
「最前線の看護者たち：予

１２１カ国から３９００人の看護職

ぶりのことで、加盟国１２９カ国中

30

5

浜で ＩＣＮ学術集

野田 智子

かを受け止めることができ、その思

学術集会参加報告

加藤です」と明るく詰め所に入って

) す。ドキドキする気持ちを抑えて「こ
→ http://www.fmu.ac.jp/home/fscn/

1

（かとう いくこ）

次回は２００９年 月南アフリカの

の議論の場がもうけられていました。

し、専門的課題に取り組む世界規模

も開かれ、学生時代から情報に関与

ます。また、看護学生ネットワーク

育については今後の課題となってい

派遣されましたが、災害時の看護教

越沖地震でも災害支援ナースが多数

7

部門荒川唱子教授を代表の下に

)

2月12日 （火）
後期試験
（1年次・2年次）
▼
2月22日 （金）

ICN（国際看護師協会）

す。これからもよろしくお願いしま

3月25日 （火）学位記授与式

今年度も７／ （土

1月19日 （土）
▼
大学入試センター試験
1月20日 （日）

3

3月17日 （月）春季休業
▼

（のだ ともこ）

となり︑全国で熱中症のニュー

は終わっても看護学部の熱気はしばら

り︑新カリキュラムを検討中です︒夏

林

素美

正幸

本多たかし

編集委員

後藤

野田

飯塚

清水

田中

千恵

智子

麻紀

昌美

克枝

︵のだ ともこ︶

横田

く続きそうです︒

のない部屋での昼寝は不健康以外のな

工藤真由美

委員長

にものでもなく・・温暖化へのうらめ

過ごしたいと思いながらも︑クーラー

しさがひときわ募った夏でした︒看護

ります︒報道に煽られず︑心穏やかに

ると数十年前にも高い気温の記録があ

不安が強まる一方︑ニュースをよく見

ス が 相 次 ぎ ま し た︒ 温 暖 化 の

学部は 周年目を迎えて節目の年とな



ダーバンで開催予定です。

6

5

は病気や治療により不安、ストレス、

3月12日 （水）一般選抜試験【後期日程】

す。 

2月25日 （月）
▼
後期試験（3年次）
2月29日 （金）

に第９回めの公開シ

12月17日（月）
▼
冬季休業
1月 4日 （金）

苦痛を感じています。話を聴くなか

2月25日 （月）
▼
一般選抜試験【前期日程】
2月26日 （火）

ンポジウムを開催し

11月24日（土）特別選抜入学試験

ホームページもご覧下さい

2月12日 （火）
▼
後期試験（編入3年次）
2月29日 （金）

28

ています。
「外来化学

1月15日 （火）
▼
後期試験
（4年次・編入4年次）
1月26日 （土）

40

療法看護の現状と問

10月27日（土）
▼
光ケ丘祭
10月28日（日）

題点」というテーマ

10月24日（水）解剖慰霊祭（1年次）

ケアシステム開発部門

長い梅雨が明けたとたん猛暑

10
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