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変わりゆく世界へ飛び立つ卒業生へ

亀田

政則

美しいいのちへ
総合科学部門

ら、やがて利子をつけてお返ししな

れにあたります。ローンなのですか

いえば、
「ローン」という言葉がそ

つ忍耐強く積み重ねて、そこに住ま

れは、思いますに、レンガを一個ず

られるものであると思われます。そ

ゆくことによって自ずとかたちづく

答をよくよく思案し見い出してくだ

んでみましょう。そして問いへの応

ています。まずはこの道を着実に歩

するための美しい道が豊かに備わっ

ば、みなさまのいのちのなかには、

さいますように。真摯に歩み続けれ

ンのフェルガナを訪れました。これ

答えを考え創り出すことが求められ

（かめだ まさのり）

までに経験しなかったイスラムの文

卒業、修了を迎える皆さん、お

ます。そのためには人それぞれの価



ださいますように！

美しいいのちの時間をお過ごしく

されているはずです。

う家を建設してゆく作業に似ていま

しかしながら、身構える必要はあ

す。これらの問いの前に、今、みな

りません。さいわいなことに、みな

ければならない、と考えていたので

利子は、わたしたちが貸し付けら

す。
では、
利子分を稼ぎ出すためには、

れたいのちを「どのように」
「なん

さまが学んで来られましたナーシン

やがて返すべき利子がきちんと貯蓄

いにしえのひとびと

のために用いたらよいのか」という

グ・ケアには、これらの問いに応答

さまは立っておられます。

は、人間のいのちは「時

問い ─このことなしに人間は生きて

どうすればよいのでしょうか？

間的制約をもって貸し付

ゆくことを潔しとはしません（ドス

世界は百年に一度と言われるような

化と赤茶色の乾いた荒地という風景

熱く語った抱負は達成できました

めでとうございます。入学した時に

トエフスキー）─ に誠実に応答して

けられたものである」と

経済危機に見舞われています。昨年暮

に出会うことになりました。特に印

プロフェッショナルとして

れから今年の正月にかけて、テレビや

象深かったのが、美しい大きな目を

定な状態ですから、“危

がありますが、不安

ければならないこと

対応には、これまでの価値観を変えな

たときに陥るものです。
“危機”への

の解決ができないような困難に直面し

とはこれまでの対処のしかたでは問題

とと思います。考えてみれば、
“危機”

い華やいだ気持ちにはなれなかったこ

ては、就職の不安はないものの、明る

て巣立っていこうとする卒業生にとっ

び交っています。間もなく社会人とし

こそ自分が見える。新しい未知の世

うと思いました。世界が変わった時

力を抜いて周りを見ることを勧めよ

ち止まって重い荷物をおろし、肩の

出て行く卒業生に辛いときには、立

タリでした。私は、間もなく社会に

なりました。“苦労”
という言葉がピッ

いくみなさんに置き換え、胸が熱く

を一所懸命にその細い身体で担って

ロバの姿を医療看護という重い荷物

に荷車を引いている姿でした。その

ける道路の端をゆっくりと、けなげ

した小柄なロバが、自動車が走り抜

上で唯一絶対の正解はほとんどあり

かわることになりますが、ケアする

事ですから、人の価値観や生活にか

す。看護の仕事は人を対象とする仕

幅広い視野をもつことを意味しま

の横の線は、広がりを意味していて、

姿勢を忘れないということです。Ｔ

専門を極めるにはＴ字型に追求する

つの教訓があります。その一つは、

いるプロフェッショナルとしての二

先生方から学び、今でも心に残って

です。私自身の学生時代を振り返り、

いよいよ看護のプロフェッショナル

ラインに立ちました。仕事の面では

か。そして、今また新たなスタート

と労力と経済的コストをかけてプロ

たり、研修会等への参加など、時間

う。お給料の一部は専門書を購入し

すでに楽しいプランもあるでしょ

です。初めてのお給料は待ち遠しく、

ショナルとして自分に投資すること

す。もう一つの教訓は、プロフェッ

を追求し、学び続けることと言えま

り専門を深めることを意味し、看護

となりましょう。Ｔ字の縦の線はよ

値観や生活を謙虚に学ぶことが大切

結城 美智子

新聞報道で、
“派遣切り”
“内定取り消

機”は変革の時でも

がないように“しなやか”に生きて

す。

あるといわれていま
私は、昨年の九月
中旬にウズベキスタ

（なかやま ようこ）

ほしいと願っています。

fly away



の正解を求めるのではなく、最善の

ません。試験問題のような１００点

界に身をおいても自分を見失うこと

ケアシステム開発部門

し”
“従業員の削減”という言葉が飛

考えていました。今風に

beautiful life

筆者 中央
一期生と共に

（ゆうき みちこ）

して活躍されることを心から応援し

分に発揮してプロフェッショナルと

未来に希望をもち、自分の力を充

す。

ていくことは楽しいことでもありま

フェッショナルとしての自分を育て

professional

ています。 
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洋子
中山
看護学部長

在校生の皆様へ
しそんなときいつも支えてくれ
て、この看護学部には素晴らし

た友達、家族がいました。そし

まりありませんでしたが、お昼など

おめでとうございます

ご卒業おめでとうございます。

い先生方がいます。実習中は私
と向き合い、学習面だけではな

さんと出会え、関わる機会が持てた

しかったことを覚えています。みな
ことが私にとって大切な財産となっ

のおしゃべりがとても興味深く、楽

究の難しさや大変さを学び

されます。その姿から看護研
ているような気がします。今となっ

コンピュータ室でＰＣとに

大学生活での多くの出会いが私

てはもっとたくさんのお話を聞きた

らめっこしている姿が思い出

を成長させてくれたと思ってい
会話から自分の研究に対す

ました。そして、ふだんの

いただきました。今振り返ると、

うとしています。全ての実習を終
ます。大学４年間はとてもかけ

く精神的にもよきアドバイスを

え、国家試験を間近にひかえた今、
がえのない時間だと思います。

も辛いことも多くのことを

り返ってみると、楽しいこと
いくと、自分の未熟さを感じたり、

い出がありました。看護を学んで
切に充実したキャンパスライフ

在校生のみなさま、
「今」を大
ました。

と感じ、一人感動してい

る情熱と愛情をひしひし

かったなと思っています。
おります。福島にいらっしゃった際

これからのご活躍を心より祈って

を送ってください。
（いとう よしみ）

機会なのではないでしょうか。

全てが自分を成長させてくれる

くさんあると思います。しかし

ん、つらい事、厳しいこともた

日が経つのは早いなと感じ

学して、もう３年が経ち、月

めでとうございます。私が入

卒業生の皆さん、ご卒業お

今回の領域別実習前にも、経験談やアド

は、緊張している私たちを励ましてくれ、

つも気遣ってくれました。基礎実習前に

入学当初は、何も分からない私たちをい



には、ぜひお立ち寄りくださいね。

卒業される先輩方へ

講義を受ける機会はあ

みなさんとは、一緒に

個人の課題の壁にあたることもあ
（しばた なみ）

もそれができるかどうかは自分

収できる場所だと思います。で

大学はたくさんのことを吸

ています。

くさんの方々には心から感謝し



るかと思います。私も何度も無知

出会いと感謝

な自分がいやになりました。しか

経験することができた激動
間は病院で働きながら大学
院に通っていましたが、思う
ように机に向かう時間がと
れないこともあり、仕事との
両立に苦しみました。後半も
なかなか自分の時間が作れ

ず、限りある時間をいかに有効に使うか
が私の課題でした。勉強の時間帯を工夫

くらませ、この福島県立医科大学

次第です。楽しいことはもちろ

の門をくぐったことを鮮明に覚え

約 年前、期待と不安に胸をふ

恵まれていることだと感じるようになり

があるということは当たり前ではなく、
ました。今こうして卒業を迎えられるこ

やサークルなどでも、思い出は語りきれ

バイスをたくさんくださいました。部活

ません。今まで本当にありがとうござい

もあっという間だった

ました。これから就職という新たな道に

ています。きっと４年間

進む先輩方に、今度は私たちからエール

何事にも「向き合うこと」が大

か。 １ 学 年 上 の 先

のではないでしょう

を送ります。 年間学んできたことを大

切なのだと思います。大学でし

看護職者を目指してください。

（かんの かおり）

事にし、これからも頑張ってください。


月 日から 日間、病院・保育

管理実習を終

習となる看護

間で最後の実

て学んできました。どの施設の看護

問し、各所での看護師の役割につい

所・介護老人保健施設・事業所を訪

訪問したので、驚きや戸惑いもあり

師も、利用者の健康や安全を第一に

ました。中でも印象的だったのは、

考え、各施設に適した工夫をしてい

今回の実習は看護組

介護老人保健施設での施錠の徹底で

え ま し た。 今

織の管理・運営方法

した。利用者が間違えて外に出てし

までは、患者様にケ

やリーダーシップに

まったり、職員が気付かない間にお

ることがわかりました。また、私は

ついての実習でした。

風呂場などに入ってしまってけがを

介護老人保健施設や事業所は初めて

患者様にケアを提

中心の実習でしたが、

供するのは一人ひと

護師は育成されません。管理者は一

（はやし りさ）

てていきたいです。

ぜひ今後の学習に役立

た。今回学んだことは、

き、視野が広がりまし

い部分もみせていただ

各施設の普段見られな

今 回 の 実 習 で は、

のだと気づきました。

険と隣り合わせている

考えているより常に危

ました。利用者は私が

ができないのだと思い

たり、助けを呼ぶこと

ら戻ってこられなかっ

に迷い込んでしまった

も多く、どこか

は、認知症の方

されている方々

す。施設を利用

性があるからで

するなどの危険

想を一方的に押し付

えました。また、理

者に求められると考

る環境づくりが管理

看護師の資質を高め

ま せ ん。 そ の た め、

提供することはでき

してもらえる看護を

ければ患者様に満足

護師の資質が高くな

りの看護師です。看

アを提供することが

先 日、 ４ 年

存在でした。

で頼りになる

とって最も身近

ています。あっという間の 年間。

同じ目標をもつ者として先に立

について深く考えられたのではない
かと感じます。課題を選定するに当
たって自分のこれまでの実習での患
者さんとのかかわり方を振り返り、
自分には何が足りないのかというこ
面で自分自身

とを考えました。さらに、様々な場

機会が多くあ

を見つめ直す
り ま し た。 ま
た、患者さんに
寄り添うとい
うことは自分
が思っているだけで
は不十分で、それを
患者さんに伝えてい
ということを学びま

見極め、その看護師自らが自己の課

人ひとりの看護師の能力や人間性を

けても資質の高い看
した。実習を通して

することが大切であることも学びま

題に気づき、成長できるよう導きを

自分の看護観を大き

かなければならない

輩方は、私たちに

月日が経つのは本当に早いもので

をすることができました。新しい

ます。毎日を大切にして素敵な

か学べないことはたくさんあり

友人、先生方、部活など、人も出

この大学では様々ないい出会い

す。

在校生の皆さんも時間を効率良く
てるよう、私も努力したいと思

しています。
使って学びを深めたり、先生方や友人と
来事も全てが自分を成長させてく

部分もありましたが、子どもの笑顔

4

たち、家族のおかげであり、とても感謝

語り合ったりと充実した学生生活を送っ
います。（ま
 つざき しゅうこ）

生をはじめ、私を支えてくれたた

れたような気がします。特に編入

（こばやし ひとみ）

てほしいと思います。

いました。基礎領域における実習で

私は基礎領域で課題別実習を行
は、すべての領域の根幹にある「看

精神、母性、
小児の領域別

や元気に遊んでいる姿に自分が励ま

護」という概念や「看護を行う自分」

実習を終えて、
今まで病気に
焦点を当てて
取り組むことが少な
かったため、今回の
小児看護学実習では
疾病の事や薬の事を

なった課題を克服で

されて、精神的な面で子どもに助け

この学びを忘れずに

く育てることができ、

春から看護師として働きます。常

した。

4



成人看護学実習から始まり、老人、
精神の３つの領域の実習を終えまし
た。これらの実習を通して、対象者
に援助を行なう際にはその人個人に
合わせた援助を行うことが大切であ
るとわかりました。そのためには、
講義等で学んださまざまな知識と得
メントする力が必要であると実感し
調べて理解するのが
大 変 で し た。 ま た、
小児が対象であるた
め大人ならわかるこ
ないし、我慢できな

とも小児にはわから
かったり、うまく症
状を伝えられなかっ

きるよう、知識の習

られた実習だと思います。一番病棟

向上心を持ち続けた

現場に出ても理想と

に目標を掲げ、成長し続ける看護師
（かんの さちえ）

を目指したいと思います。


10

看護ケア提供システム実習を終えて

た情報から、分析・解釈してアセス
ました。また、
対象に合わせ
行えるように、

た看護ケアが
基本となる技
術の練習が必
要であると感
じ ま し た。 そ し て、

るので、小児看護な

たりということもあ
らではの難しい部分
を経験出来ました。

得や援助技術の練習

での時間が瞬く間に過ぎていった実

いと思いました。
（さ
 とう ゆかり）

4

理紗
林
1年

これらのことが自分
自身の課題であると
いうことに気づきま
した。今後は、今ま

に力を入れ、対象者

習でした。どの領域の実習でもいえ

小児の実習も辛い

にあった看護実践が

での実習で明らかに

行えるようにしてい

る事ですが、患者さんの笑顔が看護
師のやりがいであることが実感でき
（さかい あきえ）

卒業生へ贈る言葉

さちえ
菅野
4年

学

きたいと思います。

領域別実習・小児看護学実習を
3 年 酒井
終えての感想
明恵
ました。 

看護管理学・リーダーシップ論実習を終えて

らずっと支えてくださった先生方や友人

したり、家族の協力を得ながら自分と向

佳美

年間を振り返るとたくさんの思

大学に入学して早 年が過ぎよ
4

の 年間でした。前半の 年

大学院での学生生活を振

４年
編入４年

2

き合って学び続けるなかで、学べる時間

大学院 1 年

伊藤

菅野

ヒトミ

と、学んでこれたことは、大学生の頃か

在校生から

花織

3年

4

大学院生

小林

2

を
と
お
し
て

（お
 おたけ ゆか）

由香里
佐藤
4年

優香
大竹
3年

ん
だ
こ
と
課題別実習 を 終 え て

実
習
領域別実習 を 通 し て 学 ん だ こ と
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在校生へメッセージ

学生生活を振り返って

奈美
柴田
修子
松崎

卒業生から

広報委員

約４９０名の

飯塚

参加者を含め、

麻紀

（いいつか まき）

福島県立医科大学

看護専門看護師）から「がん看護専

あり、同部門の三浦浅子講師（がん
門看護師の活動」
、同部門の加藤郁

壁玲子教授から「専門看護師

本学部応用看護学部門の真
看護専門看護師）から「小児看護専

に」
、同部門の古橋知子講師（小児

総合病院でのリエゾン活動を中心

the 2

住民の目で見る
安心医療
公開講座委員会 副委員長

療がどうあったらよいのかを住民の
目線で考えることを目的としてシン
ポジウムが行われ、 代から 代ま
での 名の方にご参加いただきまし

療看護課の菅野敏先生より「福島県

初めに、福島県保健福祉部・医

た。

第１回目の公開講座は、
「福

向けの情報について」ご紹介いただ

ととともに、行政からの提案や住民

地域医療連携室の伊藤和子先生か

きました。次に、福島赤十字病院・

の医療の現状や問題となっているこ

マで、 月 日（土）に実施さ

島の安全医療をめざして —
と
もに考えませんか」というテー

竹谷 美穂

ること、また、これからの福島の医

専門看護師（
門看護師の活動、専門看護師の活動
CertifiedNurse
）に関する詳しい話が
の特徴」などが紹介されました。そ
Specialist

を育成する立場から」として

から「精神看護専門看護師の活動─

子助教（精神看護専門看護師候補生）

た。

護師活動」というテーマで、シ

護のスペシャリストって？─看

目指します」

ンポジウム形式で実施されまし

護ケアの向上をめざした専門看

座は、 月 日（土）に、
「看

平成 年度の第 回公開講

黒田 真理子

公開講座委員会 委員長

スペシャリストとは

看護の



明がなされました。

て掲げた つのビジョンの発表と説

れ、本大学の未来に向けた宣言とし

ザインマークおよび学生歌が発表さ

ました。その後、新しいイメージデ

た学生生活のための提案などをされ

医科大学」というテーマで、充実し

が「日々の生活から考える福島県立

学部からは、３年生の鴫原利洋さん

ンテーションが行われました。看護

と、臨床研修医の３名によるプレゼ

り、続いて医学部・看護学部の学生

の後、菊地臣一理事長の挨拶があ

看護学部の加藤清司教授の開会宣言

を発表されていました。第 部では、

それぞれ日頃のサークル活動の成果

アカペラ・混声合唱団の発表があり、

学生によるピアノ・管弦楽の演奏や

第１部では、医学部・看護学部の

「福島県立医科大学アニバーサリー 2008

福島県の医療の状況や問題を知

Ⅲ．世界標準となる新しい医療を創る
福島県立医科大学

福島県立医科大学

実現を目指します」

Ⅴ．常に発展する福島県立医科大学
「
“自らの意志”で将来を展望し
“進化”します」

逍遥歌﹁母校﹂
︑大学歌﹁光の鳥﹂に続き︑

“魅力”ある大学になります」

福島県立医科大学に新たな歌が今年誕生します︒

作詞は︑福島市在住で第四回中原中也賞を受賞するなど活躍がめざましい
詩人の﹁和合亮一﹂氏が担当︑作曲は︑市川崑監督作品の音楽担当や
日本アカデミー賞優秀音楽賞も受賞している作曲家 ピアニストの

和合亮一
光の丘で
わたしたちは森
高まる空に
揺らす知恵の葉
術のあしあと
新しい道
語ろう大地
光る涙に
生きるとはなに
ラララ見あげて
医学の朝に
あふれる夢に
結ぶ手と手に
飛びゆく雲に
生きるとはなに
ラララ見あげて

詞

愛
4年

私は、看護政策論の授業の一環
として、２００８年 月 日に行



（よしだ あい）

る看護師になりたいと思います。

持ち続け、患者さんから信頼され

気持ちを理解しようとする姿勢を

その考え方を忘れずに、対象者の

とも大切です。そのため、今後も

人間として感じる気持ちを持つこ

を保つことも重要ですが、一人の

と思います。医療者としての立場

とした場合にも大切なことである

床に出てから患者さんなどを対象

を学びましたが、この考え方は臨

で対象の立場を大切にした考え方

今回は看護政策という概念の中

いうことを学びました。

立って考えることが大切であると

などということをその人の立場に

な呼びかけがあれば興味を持つか

は、まず自分であったらどのよう

の対象となる人の心を掴むために

このプロジェクトを通して、政策

て進めていくというものでした。

行う医大企画財務課の方と協力し

関する企画・運営を式典の運営を

使った呼びかけや、来場記念品に

よう、ポスター、チラシ、新聞を

民の方に式典に出席してもらえる

容は、多くの福島医大生や地域住

ＰＲ活動に参加しました。活動内

われたアニバーサリー２００８の

11

かなどについて深く考える良い機会

か。


（たけや みほ）

のになってゆくのではないでしょう

島の安全医療をめざして と
—もに考
えませんか」はゆっくりと現実のも

れるように継続していけると、
「福

提案ができる開かれた公開講座にな

今後、住民の人々がいろいろな

を進めることができました。

さんのご質問をいただき、全体討議

思います。  （さくらだ かおり）

の看護の勉強に活かしていきたいと

と思います。この学びを、これから

ことができた、貴重な体験であった

とができないたくさんのことを学ぶ

聞くということは、授業では知るこ

実際に糖尿病患者さんの体験談を

になりました。

だいた皆様からたく

の後は、ご参加いた

いただきました。そ

いて」のお話をして

福島の地域医療につ

ントとともに今後の

回の問題の解決のヒ

のようなものか、今

授より「家庭医はど

部・地域・家庭医療部の葛西龍樹教

いただきました。最後に、本学医学

場から現状をご報告

や、言葉一つで、患者さ

者さんに対する声のかけ方

生活の中では、看護師の患

実感しました。また、入院

あらためて糖尿病の辛さを

際に糖尿病と闘っている患

に、どのように声をかければよいの

の患者さんに接するようになった時

聞いて、私がこれから実習で入院中

話もしてくださいました。その話を

んの気持ちが大きく変化するという

アニバーサリー 2008 PRプロジェクトに参加して

者さんの体験談をうかがい、

ると学んでいましたが、実

で、糖尿病は大変な病気であ

さいました。普段の授業など

の厳しさなどを話してくだ

の不安、食事療法・運動療法

で、入院中の辛さや合併症へ

糖尿病と日々闘っている方

した。患者さんは、現在も

自身からお話をうかがいま

環として、糖尿病患者さんご

今回、私たちは授業の一

明ける空まで
ラララ見あげて

花降る朝の
医学の砦
明ける空まで
こころをそめて

﹁谷川賢作﹂氏が担当され︑現在作曲中で２月に完成予定です︒

ラララ光の丘で
光の丘で
わたしたちは風
こころざす木に
熱い頬あて
光の丘で
うぶごえはるか
新しい人
きみはまぶしい
誕生のとき
ラララ見あげて
医学の朝が
生命をめざむ
風に吹かれて
飛びゆく羽よ
きみはまぶしい
ラララ見あげて

て全体討議がなさ

の後、私の司会に

育成のためには経

れ、
「専門看護師の
済面での支援も大
切」
、
「専門看護師
とジェネラリスト、
両方の育成が大切」
ということなどい
ろいろな意見交換
がなされました。
名であり、

第 回の参加者

医療連携に関わっている保健師の立

ズや問題、取り組みについて」地域

総合病院に受診している住民のニー

ら「２次医療施設である県北地区の

ありました。  （くろだ まりこ）

けばいいと思った」などのご意見が

た」
、
「専門看護師の数が増えてい

門看護師の必要性がわかっ

に看護師の方が多く、
「専

代から 代までの主

は

「人々の声に耳を尊び、
“心通う医療”の

「糖尿病患者さんの

体験談を聞いて」

2008 年 11 月 2 日（日）に福島県文化センターにて

れました。この会では、現在の

Ⅳ．心通う医療を追究する

と
こ
生態看護学ⅢＡ

4
vol.33 光と緑の風通信
vol.33
5 光と緑の風通信

「向学心に燃えた“次世代の学生”が集う

誕生

吉田
櫻田 翔織

新たな医療の創出を目指します」

んだ

医療における“福島モデル”の創出を
第 2 回公開講座の様子

2

2年

「
“連携力・研究力”で世界に通じる

シンボ
マークル

Ⅱ．学生を魅了する福島県立医科大学
い歌
新し

「人々の健康を守る優れた医療人を育成し、

新しい
イメージデザイン
マークの発表！

70

授業を通して

2

誕生

/

第一回公開講座の様子

Ⅰ．県民医療の原点としての

20

20

参加がありました。

い歌
新し

2

ビジョン 2008
ボル
シン ク
マー
45

50

会には、学内及び学外からの

8

11

2

成果発表・記念コンサート」が開催されました。

5

11 20

10

57

看護学部設置 10 周年、完全法人化を記念して、

the 1s

t

福島県立医科大学の光が丘キャンパス移転 20 周年、

成果発表・記念コンサート開催される
第 2 回公開講座 11 月 8 日

open lecture
nd
第１回公開講座 10 月 11 日

open lecture

キャンパス移転 20 周年記念

福島県立医科大学アニバーサリー２００８

2008年度 公開講座報告

菊地 香織

﹁子どもの看護を考える会﹂の紹介

るように、準備できるような関わり）

置を受けるさいに子どもが覚悟でき

医科大学看護学部の発展に寄与し、

発行、在校生との交流（就職説明会、

の開催、会報・会員名簿・印刷物の

いう勉強会を開催しました。各回約

相談の現状とその対応を考える」と

に「福島県内における小児救急電話

小児救急認定看護師の講演会、 月

受けることができるよう活動してい
（すずき がくじ）

きたいと考えています。


２００８年 月 日から

フェルガナ医科大学
との交流

月 日の 日間、中央ア

福島県ウズベキスタン文

が行われ、次に志賀先生は「現代の

基調講演「日本の看護学教育の現状」

特別講演があり、次に中山学部長の

化経済交流協会の第 回親

日本人と人々のこころ」
、私は「福

てフェルガナ大学の学長より「ウズ

ラム」について報告しました。そし

の訪問でした。福島県立医

科大学からは看護学部の中

未知の国に行った主な目

ベキスタンの看護学教育の現状」に

した。そして、本年（２００９年）

資格は国家資格ではないとのことで

学フェルガナ支部の教員と

は福島でシンポジウムを開催するこ

ついて報告がありました。看護師の

学生との交流でした。フェ

（はまお さなえ）

ルガナ大学では団長で本学



とが決められました。

的は、タシュケント医科大

人で参加しました。

山学部長と志賀先生、私の

島県立医科大学看護学部のカリキュ

善交流団として総勢 名で

タンに行ってきました。

ジアに位置するウズベキス

筆者
左から 2 番目

委員長

林
正幸
本多たかし
横田 素美
田中 克枝
飯塚 麻紀

野田 智子
濱尾 早苗
根本 奈々
庄司真奈美

に深く感謝申し上げます︒ ︵しょうじ まなみ︶

最後に︑お忙しいなか寄稿して頂きました皆様

の元学長の伊藤司先生より

を踏み出す卒業生の希望や決意︑そしてそのよ

の﹁光と緑の風通信﹂には︑新たな道への一歩

様々な思いを巡らせていることでしょう︒今号

は︑春の訪れと共に始まる新しい生活に向けて︑

えてくる頃となりました︒卒業を迎える皆さん

時折暖かい日ざしが感じられ︑春の足音が聞

海外研修報告

うな卒業生を応援するあたたかな思いが込めら
れています︒

早苗

濱尾

ケアシステム開発部門

看護学部同窓会の活動
同窓会長

護師さんを対象に、入院中の子ども
や家族の生活の質（ＱＯＬ）の向上
を目指して、情報交換や勉強会を

「子どもの看護を考える会」は生

併せて学術研究の向上に貢献する」

国試見送り、卒業式等）
、奨学金制度

～ 名の参加があり、小児救急看

11
今後も、子どもがより良い看護を

めることができました。

40

19

行っています。これまでのテーマは、

態看護学部門鈴木千衣准教授を代表

や入院環境などを取り上げてきまし

ことを目的とし、看護学部１期生の

等を行っています。昨年には、一人

護の現状や病院での取り組みの紹

校生の皆様が本校で充実した
生活を送り、将来様々な場で
活躍されることを期待し、そ
のお手伝いができればと思っ
ています。
同窓会はまだまだ発展途上
にあります。これからも多く
がら楽しく活動していきたい

の方々との交流を大切にしな
と思います。（き
 くち かおり）

30

9

子どものプレパレーション（医療処

のもとに２００５年に発足しまし
た。

手によって立ち上げられました。始

でも多くの会員と交流が持てるよう

介、意見交換などを通し、学びを深

6月 18日（木）開学記念日

6

た。福島県内の小児看護に携わる看

今年度は「子どもの救急看護」を
テーマに取り上げ、 月に「小児救

めは 名程度だった同窓会も、現在

にとホームページを開設しました。

急認定看護師の活動状況」について

では７期生をむかえ、会員数６００

4月 7日（火）新入生オリエンテーション

ません。しかし私たち卒業生は、在

同窓会の存在は、在校生にとって

容としては、 月の総会及び懇親会

6

名を超える大きな組織となりまし

4月 6日（月）入学式

24

生態看護学部門

はあまり馴染みのないものかもしれ

在学生オリエンテーション
4月 3日（金）（新2・3年次生）

9

学爾
鈴木

た。現在は主に卒後 年目を幹部学

親睦と研修を図ると共に、福島県立

看護学部同窓会は、
「会員相互の

筆者 前列右

年とし活動しています。主な活動内

7月 4日（土）オープンキャンパス

3

80

在学生オリエンテーション
4月 2日（木）（新4年次生）

6 21

【幹部 ５期生】
会長：菊地香織、副会長 : 菅野美幸
斉藤千聡、原田亜由美、中村梨絵

6

3月24日（火）学位記授与式

3
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看護学部カレンダー
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