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教授の私への励ましの言
I Macnab
葉です︒

もう一つは︑
﹁挫折の数だけ優し

くなれる﹂ことを信じて︑自分の選

んだ道を歩み続けることです︒人生

学おめでとうございます︒私の大学

看護学部新入生の諸君︑入

は不可能です︒しかし︑同じ事を継

な凡人には︑
﹁集中力や情勢の持続﹂

直なる継続﹂の勧めです︒私のよう

なければ生きていく資格がない﹂は

くなければ生きていけない︒優しく

間は︑他人に優しくなれます︒
﹁勁

す︒哀しみや切なさを知っている人

は︑断念や挫折の積み重ねの結果で

入学は約 年も前のことです︒その

本当です︒

諸君が︑毎年成長していくのを楽

対に遅刻をしない﹂とか︑
﹁毎日本

しみにしています︒その為にも︑私

続することは出来ます︒例えば︑
﹁絶

これを 年間続けてみて下さい︒誰

さい︒

の二つの助言を胸に留めておいて下

これを聞いた私は︑咄嗟に︑大学で

︵きくち しんいち︶

が出来ます︒
﹁努力出来ることも

とであろうと思いました︒勿論︑看

才能の一つである﹂は︑私の恩師

洋子

学ぶことは︑広い世界に旅立つこと

いくことが求められますが︑大学で

にして入手できるような状況に置か

片手に持っててもいい︒新入生には︑

を意味しているのです︒携帯電話を

としての豊かさや輝きを身につけて
の若者にとって︑大学を選び入学す

がらず︑そのスケールが大きくなら

れているにもかかわらず︑視野は広

ち︑どこにいても世界の情報を一瞬
ることは︑自分の責任で進むべき道

をどのように育成するかについて論

つけると︑世界で活躍できる日本人

先日︑夜中に目が覚め︑テレビを

す︒

しい︑そんなことを私は願っていま

くような大学生活の軌跡を残してほ

自由に追い求め︑広い世界に羽ばた

新しい風に乗って︑無限の可能性を
積み重ねであり︑自分が生きた軌跡

じていました︒世界で活躍するため

は︑一日一日を過ごす自分の生活の

ということになります︒私は︑人生

をつくっていくことであると考えて

に必要なこととして﹁豊かな創造力﹂

︵なかやま ようこ︶

います︒
その人間の生きる軌跡が︑
今︑

ないのはなぜなのだろうか︒

を決め︑人生の第一歩を踏み出した

らないのです︒若者は携帯電話をも

護学部生には︑学ぶことを通して人

学ぶことは︑これらを身につけるこ

と﹁高い専門性﹂をあげていました︒

中山
緑の美しい季節を迎え︑新入生も

看護学部長

落ち着き始めた頃と思います︒多く

新しい風に乗って

かの助言が出来ます︒一つは︑
﹁愚

も手が届かない高みに達すること

諸君は︑これからの 年間︑職業

だことを微かに記憶しています︒

を開く︵
〝読む〟ではない︶
﹂などです︒

時︑希望と共に漠然とした不安を抱

入学への歓迎の言葉

臣一

菊地

いて︑心細い気持ちで入学式に臨ん

理事長兼学長

けですが︑私は︑先輩としていくつ

4

人としての徹底した教育を受けるわ

3
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新入生のひとこと

踏み出したことになります︒

学された皆さんは︑それぞれ

部ならびに看護学研究科に入

て進んでいる間には︑上手く

下さい︒
〝夢〟
や
〝理想〟
に向かっ

ユーモアを学生時代に培って

耐強さ︑その現実を楽しめる

いかないことの方が遙かに多

の夢の実現に向けて第一歩を
心から歓迎の意を贈ります︒

を語っても仕方がないという

ります︒また〝夢〟や〝理想〟

がっていると感じることもあ

ないような現実が目の前に広

ると︑将来に〝夢〟など持て

きや経済の状況などをみてい

という答えは出さないで下さ

るまでは︑
簡単に〝あきらめる〟

ので︑
〝進んでいこう〟と思え

なに時間をかけても構わない

います ･･･
あきらめるのか︑そ
れでも進んでいくのか︒どん

た時に人は試されるのだと思

きっとそうし

ような現実的な言葉が返って
い︒皆さんがそれぞれの〝夢〟

いでしょう

くることがあるかも知れませ
を実現していくことを心から

さて︑ここ数年の社会の動

ん︒でも︑無限の可能性を秘
︵よこた もとみ︶

応援します︒

る看護という専門職を目指し
ている皆さんには︑〝夢〟や〝理

年生

新入生のひとこと

１
名

志望していた大学に入学することができて

小野 真梨恵

大学生活を通して人とのつながりを大切に
んとした知識と技術を身に付け︑立派な看

とても嬉しく思っています︒四年間できち

氏家 愛美
しながら看護職としての確かな知識と技術

鏡 聡美

護師になれるよう頑張ります︒

を身につけていきたいです︒

薄山 由香理
今までとは違った環境の中で︑これから四

阿部 奈留美
新しい事ばかりで緊張するけど︑勉強や部
私は一浪して入学したので昭和の生き残りで
す☆なので︑大学では日々学習に励み充実し

年間︑楽しく大学生活を送りたいです︒そ
してたくさんのことを学びたいと思います︒
た生活をおくりたいです︒あと︑友達たくさ
ん作りたいのでどうぞ仲良くして下さい

みなさんよろしくお願いします︒

活を積極的に頑張り︑人と人との関わりを
大切にしていきたいです︒

阿部 春菜
春日 知亜希
勉強も部活も頑張って︑たくさん友達をつ

宇野 陽子
先生や先輩︑友達に恵まれて楽しい生活を
くって楽しい大学生活を送りたいです︒四

勉強やサークル活動を通して知り合いを増
やし︑四年間の大学生活を充実したものに
強も部活もやり遂げて︑立派な看護師にな

しています︒不安なこともあるけれど︑勉

に頑張ります︒
年間で看護の知識や技術をしっかり身につ
けていきたいです︒

れるように頑張ります︒

していきたいです︒早く大学に慣れるよう

阿部 麻結子

新しい土地で四年間勉強するのは不安だけ

加藤 史子

知識や技術を身に付けるために︑勉強に励
ど︑将来人の力になれるように︑いろいろ

遠藤 朱理

本当に嬉しいです︒これから精一杯︑楽し
むことはもちろん︑多くの人とのつながり
な経験をして様々な人とふれ合い︑勉強を

憧れだった福島医大に入学することができ︑
みながら頑張っていこうと思います︒
を大切にして︑楽しく充実した生活をおく

安齋 麻美
していきたいと思っています︒

ているので︑入学してからも気を抜かずに

私は将来助産師になりたいなと漠然と思っ

亀村 佳代

この四年間でその楽しさや辛さを学びたい
勉強をしつつも︑サークルに加わって︑楽
しんで生活していきたいと思います︒

ないこともたくさんあり︑戸惑いや不安が胸

大学に入ったばかりということもあり︑慣れ

川井 大地

という目標をもって生活したいと思う︒ま
の中の多数を占めていますが看護職という夢

のことを覚えたいです︒これからよろしく

私は新潟県から来たので︑一日も早く福島

川島 翠

に向かって日々精進していきたいと思います︒

努力をしていきたい︒

碧

こともありますが︑これらの経験や授業は
お願いします︒

菅野 祥子
こと︑多くの活動に積極的に参加していきた
るような立派な看護師になりたいと思います︒

いと思います︒そして相手のことを思いやれ

私はこの大学で勉学に励むことはもちろんの

積極的に取り組み︑自分を高めて︑人間的に

勉強はもちろん︑友人や先輩︑先生との関わ

成長できるような大学生活にしたいです︒

りの中で学ぶことも多いと思います︒何事も

小田嶋 佐和子

学んでいきたいと思います︒

もちろん︑部活動を通しても多くのことを

慣れない一人暮らしのためいろいろ戸惑う

岡

た︑時間や期限を守り自立した人間になる

私は︑
これから過ごす世年間に﹁自分を磨く﹂

大竹 希

も力を入れたいです︒

と思っています︒また︑英語の苦手克服に

私は看護について何も分かっていないので︑

大河原 愛美

りたいと思います︒

四年間の大学生活の中で︑様々なことに挑
戦して自分を高められるように頑張ります︒

五十嵐 文歌
大学生活も︑ひとり暮らしもまだまだ慣れ
ていなくて大変ですが︑これから頑張って
いこうと思います︒患者さんから信頼され
る看護師を目指して努力したいです︒

猪狩 早紀
福島県立医科大学に入学することが出来て︑
地域医療に貢献出来るようになりたいです︒

とても嬉しいです︒四年間しっかり学び︑
精一杯頑張ります︒

石﨑 晴加
福島県立医科大学看護学部は清潔で様々な設
備が整う恵まれた環境にあります︒この環境
で四年間︑看護学のあらゆる知識を吸収し︑
福島県の医療を支える医療人になりたいです︒

一条 由実奈
この四年間︑悔いののこらないようよく学
生活を送りたいと思います︒

び遊び色々なことに挑戦して充実した大学

つながりの中で人間として大きく成長したい

勉強だけではなく︑部活などを通して人との

そして︑思いっきり楽しみたいと思います︒

なことにチャレンジして頑張りたいです︒

大学生活は部活︑遊び︑勉強などいろいろ

髙田 美依瑠

第一希望だった福島県立医科大学に入学で

です︒また︑地域の方に信頼されるような保

宍戸 美穂

早く大学に慣れて充実した四年間を過ごして

きてとても嬉しいです︒大学では︑勉強だ

佐藤 琴美

憧れの大学に入学できて本当に嬉しいです︒
けでなく部活にも力を入れて頑張っていき

職について学びたいと思います︒そして︑

田島 和重

自分自身を大きく成長させたいと思います︒

健師を目指して努力したいと思います︒

いきたいです︒積極的に様々な事に挑戦し︑

たいと思います︒

私がこの大学に入学して約一週間が過ぎま

小島 麻里江
大学生活を充実したものに出来るよう︑勉

で︑これから看護について学べることが楽し

小さい頃から看護師になることが夢だったの

ち楽しくやっていきたいと思います︒

部活等にも入り︑友達や先輩方と交流を持

そのためにも勉強をしっかりやりつつも︑

私は将来看護師になりたいと思っています︒

私は助産師になるためにこの大学で様々な

佐藤 ちさと

大学では︑講義や他の活動を通じて︑看護

慣れないけど頑張ってはやく慣れたいです︒

群馬県から来たので︑まだ一人暮らしとか

地域社会に貢献できる看護師になりたです︒

柴﨑 泰宏

新生活がスタートし︑いろいろと不安もあ

した︒入学してからコレまでに︑自分は少

佐藤 史

りますが︑何事にもチャレンジ精神を忘れ

強にも部活にも一二〇％の気持ちでのぞみ

勉強や部活動を通して多くの人と関わり︑

出村 侑子

大学では新しいことに挑戦して︑充実した

ずに日々頑張っていきたいです︒大学生活

ことを学び成長していきたいと思います︒

し成長したと思うのですが︑もっと多くの

自分自身を大きく成長させたいです︒充実

みです︒たくさんの人たちとの関わりの中で

大学での四年間はあっという間だと思うの

長井 麻里恵

知識︑技術︑人間関係を築いていきたいです︒

自分の視野を広げていけたらいいと思います︒

ア活動にも積極的に取り組みたいです︒そ

大学では︑勉強の他に部活動やボランティ

たいです︒

四年後には人の痛みを理解できる人になり

充実した学校生活を送りたいです︒そして

でたくさん友達を作って部活に課外活動に

して将来は︑人の痛みの分かる看護師にな

菅原 宏大
私は︑地元である医大で四年間︑勉強も部

りたいです︒

中原 江梨

活も楽しく︑しっかりやっていきたいです︒

り勉強するのはもちろん︑色んな事に挑戦

大学では立派な看護師になるためにしっか
あこがれの看護師になるために医大でがん

なので︑大学生活を楽しもうと思います︒

していきたいです︒入りたくて入った大学

鈴木 亜季子
勉強・部活・一人暮らしをしっかりやって︑

ばって勉強していって︑部活にも所属し︑

信頼される知識と技術を持った看護師・保

婦人科不足に少しでも貢献できるよう︑四

この大学で助産学を学び︑将来福島県の産
勉強はしっかりし︑部活も頑張り︑友達と仲

野川 静香

年間勉強頑張ります︒
素敵な看護師になれるように頑張ります︒

良くして︑充実した学生生活を送りたいです︒

鈴木 さゆり

新妻 未佳子

たくさんの友人をつくって楽しい大学生活

健師になるため︑しっかり看護学を学びた

を送っていきたいと思います︒

充実した四年間になるようにしたいです︒

佐藤 満穂

そして︑人の役に立てる人になりたいです︒

佐藤 初美

ような助産師になりたいです︒

そして患者さんやその家族に親身になれる

菅野 桃子

たいです︒また︑先生や先輩方︑友達との

初めての一人暮らし︑新しい友達︑初めて
した四年間になるよう頑張ります︒

小林 愛唯

学校生活にしたいと思います︒

のことばっかりで不安もあるけど︑自然豊

君島 里実

楽しみます︒

かなこの学校で毎日楽しく過ごしたいで

小林 睦
技術や心得えなどを必死になって学んでい

す！

きたいと思います︒充実した学生生活を送

久野 成美
この大学に入学することができて︑本当に
れるよう頑張りたいです︒

この大学で︑医療従事者になるための基礎

ている看護師に近づけるように頑張り︑充

良かったです︒これからは︑自分が目指し

小山 麻実
れなことが多いですが︑勉強に部活に何事

熊坂 江里子

実した四年間を過ごしたいと思います︒

にも精一杯取り組みたいと思います︒よろ

まだ︑入学したばかりで︑いろいろと不慣

とても嬉しい思いです︒これから︑日々学

﹁看護師﹂という夢への第一歩を踏み出せて
しくお願いします︒

いです︒どうぞよろしくお願いします︒

志望校に入学できたことを嬉しく思います︒

いと思います︒

佐藤 美里

勉強や部活︑一人暮らしなど不安なことも

澤田 知美

何事にも積極的に取り組み︑常にチャレン

ぼうとする精神を身につけたいと思います︒

紺野 愛

着実に夢に向かって歩んでいきたいです︒

多いですが︑自分の選んだ道を一歩一歩︑

木幡 現予子

び続ける努力を惜しまずに頑張っていきた

小池 祐未
勉強も部活動も頑張って︑楽しい学生生活
を送りたいです︒

小泉 あさ子

多くの知識や技術を吸収できるように日々

まだ大学には慣れていませんが︑将来看護

長谷川 望

ジ精神をもって生活していきたいです︒

これからの大学生活で特に︑自ら進んで学
志望校に合格できて本当に嬉しく思います︒

精進していきたいです︒それだけでなく︑

鈴木 龍

ています︒早く大学生活に慣れて︑充実し

大学ではたくさんのことを学び︑一流の看護

師になれるようにがんばります︒またサー

何事にも不器用な私ですが︑看護に関する

た四年間が送れたらいいなと思っています︒

サークル活動も楽しみたいです︒

す︒よろしくお願いします︒

クルや部活に入り︑体も鍛えていきたいで

ができる人になりたいです︒自分の可能性に
挑戦する四年間にしたいと思っています︒

三本菅 香
しいです︒看護についてまだまだ分からな

けでなく部活動や課外活動などに積極的に参加

慣れない一人暮らしで毎日大変ですが︑勉強だ

のにしていきたいです︒

くさん作り︑大学生活を楽しく充実したも

効に使いたいと思います︒また︑友達をた

勉強と部活の両立が出きるよう︑時間を有
いことがたくさんありますが︑一所懸命に

して︑充実した学生生活を送りたいと思います︒

目標としていた大学に入学できとてもうれ
こんにちは︑改めまして﹁佐川 諒﹂ってい

勉強し将来社会に役立てる人間になりたい

佐川 諒
います︒家は︑医大の学生寮に入っています︒

です︒

添田 慈

にも部活にも積極的に取り組んで︑充実し

とが出来てうれしいです︒これから︑勉強

大学生活は︑思っていた以上に楽しいです︒

た大学生活にしたいです︒

学問も頑張るので︑よろしくお願いします︒

福島県立医科大学の看護学部に入学するこ

光野 絢

勉強と部活を両立できるように頑張ります︒

第一志望大に入学できた嬉しさに満ち溢れ

いです︒

交流の中で人として成長出来るようにした

菊地 美奈実

自分が理想とする看護師になれるように︑

國分 成美

８４

勉強していきたいと思います︒

菊地 彩来

!!

新入生を迎える言葉

想〟を持ち続けて欲しいと願っ

「夢」を持ち続けて

吾妻小富士の頂から雪が消
ています︒
そして︑〝夢〟
や
〝理想〟
実を前にしても︑あきらめな

え︑田植えのための水が張ら
春は瞬く間に通り過ぎてい
いで進んでいける逞しさと忍

からは︑ほど遠いと思える現

きますが︑この 月に看護学

れる季節になりました︒

横田

素美
研究科長

めた〝人間〟を対象としてい

!!
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先輩からのメッセージ

憧れの大学に入学できて︑これからの大学
助産師になりたいと思っているので︑夢を

ンパスライフを送りたいと思います︒私は

勉強も部活もきちんとこなし︑楽しいキャ

山内 理衣

生活をとても楽しみにしています︒勉強と
実現できるように頑張ります︒

林 理紗

活を送りたいです︒

部活・バイトを両立しながら︑充実した生

山口 陽子

生

新入生のひとこと

編入
名

ないよう︑毎日を大切にし︑看護の勉強に

大学に編入出来たこのチャンスを無駄にし

正木 亜希子

私は臨床を五年経験し編入学しました︒医
励んでいきたいと思います︒

釜谷 里美
大という環境下で看護をじっくり学べるこ

初めての一人暮らしや大学生活について

馬目 紗織

とに喜びを感じています︒一日一日を大切
に看護を深められるよう励んでいきたいと
思います︒

大学での四年間は︑看護に必要な技術︑知

実して過ごせるように頑張りたいと思い

た二年間を通して沢山友達をつくり︑充

坂内 博也
識を身に付けると同時に部活などにも積極

一年間の臨床経験を経て三年次編入しま

山崎 由加里

ます︒

いけるか少し不安ですが︑与えてもらっ

これから先いろんなことがあると思うが︑
私は専門学校で学んできた看護を振り返り︑

な経験をし︑積極的に勉学に取り組み︑自

した︒大学という新しい環境の中で︑様々
分を成長させることが出来たらと思いま

駒場 千裕

自分が目指す看護師になるために頑張りた
的に参加したいです︒充実した大学生活に
大学で更に深く看護について学んでいきた

大河内 静香

い︒その他にも︑サークル活動や新しいこ
いです︒また︑部活動にも参加し︑沢山の
人達と交流できたらいいなと考えています︒

なるよう頑張りたいと思います︒

鎗水 智愛

友美

で看護が大好きになり︑もっと勉強したい

ます︒

郡山の坪井病院のホスピスに勤めています︒
いと思います︒

楽しみながら︑自分なりに過ごしていきた

母校で再び看護について考えるこの時間を

林 紋美

仕事をしながらの大学院生活ということで

物江 絵理子

度を活用し︑自己成長を図るために一大決
す︒

自分を想像すると︑今からとても楽しみで

大学生活︒大変そうですが⁝成長していく

また母校に戻ってきました︒働きながらの

﹁もっと知りたい︑学びたい﹂という思いで

心しました︒若い皆さんに刺激を受けなが

米倉 一磨
たった︒当時︑学ぶことに鈍感だった私が

学校で学ぶことから離れて十年の月日が

大学院で学ぶチャンスが得られて本当に嬉

事にし勉学に励んでいきたい︒

泰弘

今何とも不思議な気持ち︒この気持ちを大

血沸き肉躍る
大学院

新入生の皆様︑ご入学おめでとう

東

ますがよく食べよく寝て︵難しい ︶乗り
こえたいと思います︒よろしくお願いしま
す︒

活やバイトなど︑これから新たに始
めることもあることと思いますが︑
最初だからこそ︑何事にも尻込みせ
ずに︑興味をもったことに対しては︑
どんどん挑戦していってほしいと思
もしかしたら︑途中でうまくいか

います︒
ないことが出てきて︑悩むこともあ

ございます︒新たに増える仲間と対
話しながら共に学び歩めることをう
れしく思います︒
大学院では︑看護の本質の探究や
看護の実践が評価されるような手段
などを学べる場である思います︒働
きながらの方も学生に専念できる方
も多くのことを学べる場です︒臨床
) 家たちは︑我慢したり苦しんだりし
ています︒この状況に対しては︑や

感じたことは︑大学は自主性が求め

ます︒臨床家の言語力や表現方法が

と力をつけなくてはならないと思い

はり専門職として私たち自身がもっ

られるところだということです︒大

く
( ぼき あんな

２年

しいです︒仕事との両立は大変な面もあり

中野 理恵

ます︒

ら衰えた記憶力に吸収していきたいと思い

臨床経験二十五年︑この節目に長期履修制

佐藤 忠

るか期待も大きいです︒がんばります︒

不安も大きいのですが︑どんなことを学べ

佐藤 郁美

看護学校で看護について勉強をして行く中

部活と勉強を両立して楽しい大学生活を送
専門知識と技術を体系的に学び︑実習など
ンを高め積極的に勉強していきたいと思い

と思い入学しました︒自分のモチベーショ

杏奈

す︒

早く大学での生活に慣れて︑勉強や部活動
うに頑張りたいと思います︒私が看護師に

り︑患者さんに頼られる看護師になれるよ
大学では︑沢山の事に挑戦して自分を成長

ていきたい︒

加羽澤 理佳

などに積極的に取り組みたいと思います︒
を通じてそれらを確実なものにしたい︒そ
させていきたいです︒二年間の中で︑精一

福島県立医科大学に入学できて嬉しいです︒自分

私は︑この大学で自分の目標を達成出来る

生

新入生のひとこと

大学 院
伊藤 佳美
本学で二度めの学ぶ機会を得ることができ
ました︒大学院での学びを通して︑看護と
は何かをより深く考えていきたいと思って
います︒どうぞよろしくお願い致します︒

遠藤 利美

久保木

佐久間 朱妙

常に目標を高く持ち︑一日一日を有意義に
なったら病院に遊びに来て下さい︒
杯頑張ります︒

過ごしていきたいと思います︒
の上で保健師の職務につき︑地域の人々が

の夢を実現できるように頑張っていきたいです︒

湯田 和

勉強と部活を頑張って楽しい大学生活を送

松村 葵
りたいです︒

看護学の勉強と部活を頑張っていきたいで
ように日々努力し︑看護に対する理解を更

横田 沙也加

す︒そして多くの人と触れ合い︑充実した
に深めていきたいと思います︒

真船 綾子

大学生活を送りたいです︒

慣れないことも多く︑大学生活は大変だと思いま

吉田 かりん

初めまして︒私は地元の郡山市から通学し
すが︑みんなと切磋琢磨をし︑看護職につく一人

村松 亜矢子
ています︒まだ入学してから一週間と少し
の人間として成長できるよう努力していきます︒

にも慣れていませんが︑頑張ろうと思いま

ということです︒そしてみんなやさし

本当にうれしくて︑卒業するまでみんな

大好きな吾妻連峰を目にできる週末は︑学
ぶ気持ちが高まります︒今回︑この機会を

す︒

家族に感謝し︑充実した三年間を目指しま

与えてくださった大学関係者・職場の皆様︑

勉強︑部活動と自分なりに両立し︑大学生

４年

１つ１つの出会いを大切に

活を有意義なものにしたいです︒

渡部 由蘭

と仲よくなって学校生活を楽しみたいです︒

い

いい

看護学部に入ってまず思ったことはみんなかわ

渡部 美桜

い︑充実した大学生活を送りたいと思います︒

いです︒学習も部活動もどどちらも怠りなく行

念願の看護学部に入学でき︑喜びで胸がいっぱ

渡邊 希望子

しか経っていないので︑大学生活にも通学
す︒

森田 真矢
良い医療人となれるよう勉学に励み︑専門
的知識を身につけたい︒また︑先輩や友人
や友人との交流を深め︑人間性を豊かにす
ることに努めていきたい︒

安田 彩
勉強と部活に精一杯取り組み︑充実した大
学生活を送りたいです︒出会いを大切にし︑
素敵な看護師になれるように頑張りたいで
す︒

助産師または大学教授になりたいな
ど︑いろんな夢を持ってこの大学に
入ってこられたと思います︒中には

入学おめでとう
ございます
長谷川

緑咲

２年

まだはっきりやりたいことは決まっ
ていないという方もいるはず︒先は
長いです︒ゆっくり自分のペースで︑
先生︑仲間達そして私達先輩の力を
フルに活用して﹃他力本願﹄で頑張っ

るかもしれません︒しかし︑皆さん
の周りには︑いつも皆さんを支えて

て下さい︒
新入生の皆さん︑ご入学おめでと
か月︒新しい友人や学校生活には

重なものです︒是非︑その出会いの

いは︑そのひとつひとつがとても貴

今皆さんは︑新しい生活を送る中

金田

学生活を送って下さい☆

ひとつひとつを大切に︑充実した大

４年

れるようにできてないのです︒臨床

んと評価されていないのは︑評価さ

気がします︒やっていることがきち

る環境が整っています︒また︑部活

家の努力の足跡を確実に残していく

乏しいことも一つとしてあるような

動もさかんで︑様々な人と交流でき

ために大学院の知が活かされると信

学には︑たくさんの専門分野の先生

る場があります︒勉学だけにとどま

方がいらっしゃいますし︑勉強でき

らず︑自分の興味があったことを始

︵かねだ ともみ︶

︵あずま やすひろ︶

階で待っています☆︶

この時代だからこそ︑看護の本質
がさらに社会貢献できると信じてい

じています︒

て大学生活でしかできない経験をた

めてみたり︑また部活動などを通し
新入生のみなさん︑ご入学おめで

くさんして︑視野を広げていってほ

編入

新入生のみなさんへ

) とでしょう︒大学生活は︑皆さん自
身が自由に作っていくものです︒部

で︑夢と希望に満ちあふれているこ

慣れたでしょうか

てくれます︒この大学生活での出会

﹃医学部看護学科﹄ではなく﹃看
を学ぶことができるということへの

くれる友人や︑先輩や︑先生方がい

待ちに待ったキャンパスラ
誇りと︑未来の医療を担っていくの

うございます 皆さんが入学して早

イフがスタートし︑一年生の
だという自覚・責任を持って︑いっ

護学部﹄という恵まれた環境で看護

皆さんは確実に医療従事者へ
しょに充実した生活を送っていきま
しょう

その中から︑自

だと思います︒

は
( せがわ つかさ

の道を一歩前進ですね 皆さ
んはそれぞれ看護師︑保健師︑

新入生の皆さんへ

分が本当にやり

を︑講義やさまざまな活動を通じて

萌

新入生のみなさん︑ご入学

学び︑自分の価値観を見つめながら

佐々木

たいことは何な
のか︑職業とし

おめでとうございます︒大学

決めていく機会と場がこの大学には

て何を選ぶのか

生活にもそろそろ慣れてきた

用意されていると思います︒
とうございます︒看護に関する授業

ます︒それでは︑自分のために︑そ

アルバイト︑旅行など︑大学生活に

して︑仲間のために︑血と汗の結晶を︒

様々な目標を持った人がこの

も始まり︑少しずつ看護師となる実

しいと思います︒自主的に行動する

は今しかできない楽しいことがたく

ことで得るものも多く︑より大学生

さんあります︒学生生活を思いっき

感が沸いてきたのではないでしょう

大学には集まっています︒も

キラリ☆︵学部生へ 学部の皆さん

ちろん︑まだ迷っている人も

も大学院生と共に学びましょう︒

に入学してきました︒大学に入って

楽しんでいきましょう！

います︒これから始まる大学生活︑

か︒

勉強だけでなく︑サークル活動や

ころでしょうか︒看護師︑保

３年

名

健康的な生活を送れるよう︑実践力を磨い

舟山 真由

とにも取り組んでいきたい︒

８
８
活が充実したものになっていくと思

してください︒そして目標の実現の

り楽しんで︑充実した４年間を過ご

健師︑助産師︑養護教諭など

!!

私は︑昨年編入生として︑三年次

いると思います︒看護職とし

︵ささき めぐみ︶

ために頑張っていきましょう︒

!?
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て踏み出した一歩ですが︑道
は一つではなく︑将来にはさ
まざまな選択肢が存在するの

6
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新入生のひとこと

生態看護学部門
かな自然の良さを知り始めていま
す︒４月からは福島県立医科大学

んと共に成長し︑お役に立てれば

はじめまして
の環境の良さ︑研究室から見える
景色の素晴らしさに癒されていま
す︒今後︑さらに福島県の良さを
知り得ればと思っております︒

本年度から生態看護学部門に着
と思います︒どうぞよろしくお願

この素晴らしい環境の中で皆さ

任いたしました︒２年前に仙台か
いいたします︒ ︵すずき がくじ︶
担当は鈴木が 人になりましたか
ら︑皆さん混乱しないで下さいね︒
私は 年茨城︑ 年福島でずっ
と小児を対象とした看護に携わっ
ていました︒
〝子どもってすごい︑
さんにも感じていただけたらと思

人間ってすごい〟という感動を皆
います︒教員 年目で行き届かな
いことも多いと思いますが︑どう
ぞよろしくお願いいたします︒
︵すずき さちえ︶
した︒卒業後は平塚共済病院と順
天堂大学医学部付属順天堂医院で

ケアシステム開発部門

大学に向かう車から残雪をまとった
山々を眺め︑光が丘に戻ったのだなあ⁝
と実感しています︒これまでの 年間︑
東京都内の病院で看護教育に携わり︑臨
床の厳しい現状に触れ︑看護管理者と話
す中で︑基礎教育のあり方︑大学に席を
おく者の役割︑大学と臨床の連携はどう
あるべきかと度々考えました︒臨床で
チャージしたことを大学での仕事に活か
ています︒皆様よろしくお願いします︒

すこと︑アクティブであることを目指し
︵おおたけ まゆみ︶

毎年夏に家族旅行で訪れていた﹁ふく
しま﹂に︑ご縁があってまいりました︒
生まれも育ちも関東なので︑
﹁ふくしま﹂
の文化や風土に親しむことができるか︑
躇している私を見かけたら︑優しい手を

少し︑心配しています︒立ち止まって躊
差し伸べてください︒どうぞよろしくお

今年度からケアシステム開発部門に着任
しました︒ 月までは本大学院で学生として
マイペースな生活をおくっていたので︑社会
人として社会復帰できるか不安です︒その反
面︑数十年住んでいた郡山から福島に引っ越
し︑仕事も生活も新たな出発であり期待に心
躍らせています︒ 数年の精神科病院での臨

︵はまお さなえ︶

いと思います︒
どうぞよろしくお願いします︒

床経験と大学院での学びを活かし頑張りた

10

ら郡山に移り住み︑福島県の穏や

戻ってきました！

今年度から生態看護学部門の助
手となりました︒主に小児看護学
でお世話になります︒小児看護学の

よろしくお願い致します
勤務していました︒このような立
場で 年ぶりに本学部に戻ること
ができたことを嬉しく思います︒
この自然豊かな広大な環境の中で︑
新たな気持ちで皆さんと一緒にの
びのびと楽しく学習していきたい
と思います︒どうぞよろしくお願

月よりケアシステム開発部門の助手

として勤務させていただいております︒
本学部の四期生であり︑当時は学生時代
を過ごした場所で働くとは想像もつきま
せんでした︒昨年の 月から勤務してい
ましたので︑なかには﹁あらっ？﹂と思
ましてどうぞよろしくお願い致します︒

われる方もいるかもしれませんが︑改め
今後もより一層︑みなさんからの新鮮な
刺激をうけ︑成長していけるよう︑努力
していきたいと思います︒

90.3

私は︑本学の 期生です︒ 月

98.8

98.1

く
( まさか ともみ

100.0

91.1

)

97.8

た
( かせ かなえ

率
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緒に悩み︑考え︑発見するという体験
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4

いいたします︒ ︵こんの らんこ︶

雅子

７ヶ月という短い期間ではありまし
たが︑学生の皆さんと課題別・領域別
の つの実習に行かせていただき︑一

また︑たくさんの先生方のお話や

をすることが出来ました︒

ました︒これらの体験は︑私にとっ

思いをうかがい︑大きな学びとなり
て貴重な宝物であり︑パワーになっ
たと思います︒ここでの出会いを大
張っていこうと思います︒

切に︑今後新たな目標をもって頑
また︑どこかでお会いできることを

陽子

︵あべ よりこ︶

信じております︒本当にありがとうご
ざいました︒

家族看護学部門
鈴木

月末日付で退職となりました︒
短い間でしたが︑皆様と共有した時
間はとても有意義で︑また︑自分の
て︑学んだことの多い 年でした︒

学生時代や臨床の姿勢を振り返っ
当たり前のことですが︑看護の仕事
は自身の経験と仕事とが無関係では
その中で新しいものをつかんで次に

ない職業の一つだと思います︒私も︑
進めたらと思っています︒ありがと

4

87

はじめまして

うございました︒︵すずき ようこ︶

89

者

ケアシステム開発部門
田井
年７ヶ月の間︑講義や実習を通して︑元
気な学生の皆さんと関わることで︑皆さんか

ら教えられることがたくさんあり︑充実した

時間を過ごすことができました︒また︑実習

や研究などで多くの臨床の方々と出会えたこ

なっています︒
皆様ありがとうございました︒

とも︑貴重な体験であり︑思い出深いものと

福島で得たことを大切にし︑これからも生か

していきたいと思います︒それでは︑またど

太

︵たい まさこ︶

こかで皆様にお会いできる日を楽しみにして

おります︒

遠藤

大学での３年間は︑私にとってとても素敵
な経験になりました︒多くのすばらしい先生
方と出会い︑一緒に研究や仕事をさせていた
について真剣にディスカッションできたこ

だいたこと︑たくさんの学生諸君と精神看護
と︑
それらの全てが私の財産になっています︒
人ひとりに直接お礼すべきところだったので
すが︑それもかなわずこの紙面を借りてのご
挨拶になってしまったこと大変残念に思って
います︒私を育ててくれた皆さん︑本当にあ
りがとうございました︒皆様から頂いたご厚
情は︑患者さんのために還元していきたいと
考えております︒今後は一看護師として︑福
島県の片隅で努力していく所存ですので︑今
後ともどうかよろしくお願いいたします︒

早苗
者

格

より生態看護学部門に着任致しま

応用看護学部門

今年度から応用看護学部門
に着任いたしました︒ 月ま
では八戸赤十字病院で看護
師長をしていたので︑先生と
呼ばれるときょろきょろして
しまう自分がいて耳慣れませ
ん︒これから︑がん看護専門
看護師の役割を担っていきた
いと思っています︒今年の目
標は︑認定審査を受けて資格
を取ることと脱メタボリック
です︒こんな私ですが︑皆様
とともに成長していきたいと
思いますので︑よろしくお願
いいたします︒
︵みうら あさこ︶

家族看護学 部 門
助産技師

向田 めぐみ 先生が
着任されました︒

︵えんどう ふとし︶

看護師

)
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1

またどこかで
会える日を楽しみに

よろしくお願い致します
1

共に悩み、考え、
発見することが出来ました
自身の経験が
活きる仕事です

再びの福島で
4 月から着任しました

学爾
鈴木
幸恵
鈴木
蘭子
紺野
4

5

退任教員のあいさつ

2

3

看護学部卒業生の進路状況
平成 19 年度

皆さん、はじめまして

5

大学での 3 年間が
私の財産になっています

浅子
三浦
3

新任教員のあいさつ

﹁血圧も血清総コレス
メタボに気をつけて！﹂

テロールも高いですね︒
病院等で良く交わされる
会話であるが︑これは︑
﹁個人﹂の検査結果数値

﹁嚥下障害の看護の実態を明らかに

8月28日 （木）
集中講義
8月29日 （金）

9月19日 （金） 解剖学見学実習（1年次）

9月19日 （金）
編入学試験
9月20日 （土）

9月22日 （月）
▼
前期試験
10月3日 ( 金 )

での
MD Anderson Cancer Center
５日間の研修を終えて

年３月に東北がんプロ

な職種が集まり行われる集学的治

で︑患者さんを中心に有能で多様

にて研
Anderson Cancer Center
修の機会をいただきました︒そこ

ことが︑チーム医療の実現に繋が

システムを病院全体で作り上げる

フ各々の力を集約し高めるような

患者さんおよび家族︑医療スタッ

MD にし︑日本の現状がとても不自然
なことに感じられました︒また︑

療︵チーム医療︶を体感すること

てのカンファレンス︑昼食をとり

りに参画できるように努力を重ね

力を磨き︑患者さん中心の病院作

今後︑多角的視点と具現化する

ることを学びました︒

ながらの勉強会など︑いずれも多

︵ふるはし ともこ︶

ていきたいと思います︒

次にやってくるのは盆地ならではの

智子

麻紀

梅・桃・桜と︑春の花の見ごろを

飯塚

早苗

うだるような暑さ・・︒皆さんの看

野田

奈々

護への興味もさらに熱く︑深くなっ

濱尾

駆 け 抜 け︑ 新 緑 の 季 節 と な り ま し

根本

正幸

本多 たかし

林

素美

ていきますように︒
︵いいつか まき︶

委員長

横田

た︒季節が変わるたび︑福島の四季

と さ せ ら れ ま す︒ 今 号 の 編 集

にあたり︑新入生の希望・意欲・

決意などを感じることができ︑

私自身も新鮮な気持ちとパ

克枝

庄司 真奈美

田中

折々の自然の美しさの変化にはっ

たり前〟である現場を目の当たり

職種が揃って行われることが〝当

朝のラウンド︑患者さんについ

ができました︒

ホ･スピタルとして君臨する

として︑がん領域で米国ベスト

フェッショナル養成プランの一環

平成

20

修会︑小グループに分かれての研究
活動などを行っております︒昨年度
は﹁脳血管障害うつ状態に関する研
究﹂を活動として行い︑その結果を
学会発表や本会のシンポジウムで発

福島リハビリテー

する﹂ためにアンケート調査を実施

状況にあります︒

7月14日 （月） 夏季休業
▼
（1年次・3年次・編3年次・
8月29日 （金） 4年次・編4年次）

知子

表しました︒

ション看護研究会は看

して︑その結果を今年度の活動に生

嚥下障害に関する小グループでは

護学部開学時から活動

このように︑福島リハビリテー

かす予定になっています︒
ション看護研究会は地道に継続して

名くら

い で す︒ 年 会 費 を

活動を続けてきました︒

会員数は

を続けています︒

２０００円徴収して︑

福島県においてはリハビリテー

に関わる政策企画のため厚生労働省

今後は広報活動も

年に 回の講演会や研

一方︑私が過去から現

の基盤情報として活用される︒学部

含めて︑中身の濃

︵たかはし けいこ︶

9月16日 （火）
▼
前期試験（3年次）
10月3日 （金）

ション看護に対する認知度が決して

在まで継続的に実施して

の講義で行う統計学やコンピュータ

い研究会にしてい

高いとはいえない

きた研究は︑市町村など地域の枠組

きたいと思ってい

7月22日 （火）
▼
夏季休業
（2年次）
8月29日 （金）

︵はやし まさゆき︶

ます︒

7月

応用看護学部門

景子

高橋

人を情報化して集積︑解析し︑一定

7日 （月）
▼
助産学実習
8月29日 （金）

の結果を得る︒それが私の研究であ

7月

における健康上の問題把握やその解

7日 （月）
▼
基礎実習
7月 18日 ( 金 )

決策を見出すことにある︒これらの

7月

る︒

5日 （土） オープンキャンパス

結果は時に国の医療政策や保険財政

6月18日 （水） 開学記念日

古橋

生態看護学部門

は︑私にとってその実施ための道具

福島リハビリテーション
看護研究会
なのである︒人々の健康を目的に︑

情報から判断 診
(断 を
)
行っているのである︒

40

正幸

保険給付など︶を収集分析し︑地域

2

総合科学部門

林

みで健康情報︵出生︑
死亡︑
健診結果︑

情報から健康を考える
看護学部カレンダー

海外研修報告
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