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入学式 ～新入生宣誓～

前期行事予定（2019年4月～9月）

  5日（金）　入学式
12日（金）　新入生歓迎会（中止）
18日（木）　学校関係者評価会議
29日（月）～5月6日（月） 保健週間

  2日（日）　オープンキャンパス
  3日（月）～18日（火）　クラスⅡ 成人看護学実習Ⅰ
19日（水）　講師会議
  6日（土）～8日（月）　クラスⅡ 本社研修・レクリエーション
25日（木）～8月28日（水）　全クラス夏季休業
  4日（日）・5日（月）・6日（火）　オープンキャンパス

4月

10日（金）　ナイチンゲール祭
13日（月）　クラスⅠ 日本赤十字社兵庫県支部訪問
30日（火）　保護者交流会、クラスⅠ･Ⅱ授業参観

5月

6月

7月

8月
  2日（月） クラスⅢ ケースレポート発表
　　　　  クラスⅢ 授業参観
17日（火）～27日（金）　前期期末試験

9月
4月～6月 クラスⅠ　基礎看護学実習Ⅰ

　暖かな日差しに春らし
さが感じられる季節となり
ました。春を心待ちにして
いた木々の新芽のように
私たちも希望に胸ふくら
ませ、この姫路赤十字看
護専門学校の入学式を
迎えることができ大変嬉
しく思います。今日から私たちは、学校長先生、諸先生方の
ご指導のもと素直な心で新しい学びを吸収する力を持ち、
本校の学生として規則を守り看護師としての知識、技術、心構えを学んでいきます。また、同じ志を持った仲間と共に喜び、時には苦しみも分か
ち合いながら、互いに高めあい着実に目標に向かって歩んでまいります。
　最後になりましたが、本日は大変お忙しいところ、私たちのためにご出席いただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。新入生一同、本校の学
生としての自覚と誇りを持ちながら初心を忘れず、笑顔と思いやりにあふれた看護師になれるよう日々 努力することをお約束しながら誓いの言
葉に代えさせていただきます。

（第121回生代表）

平成31年4月5日（金）
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　発表まで不安な日々を過ごしたのは教員だけだったのでしょうか。当日14時すぎ、全員の受験番号を確認する教員の声がふるえました。今まで
の努力が実り、44名全員が見事に合格。恒例の「全員合格」の垂れ幕を持ち、喜びを分かち合いました。これから、みなさんはそれぞれの道を歩ん
でいきます。今まで学んできたことをもとに、相手の立場にたって考えることを忘れないでください。そして、自分の目指す看護師像に向かって頑張っ
てください。合格、おめでとう！

第108回
看護師
国家試験
合格発表

　講演を聞き、
国際救援活動
を行う時には各
国の文化の違
いを受け入れて
活動することは
もちろんのこと、
地域の特性にも合わせて活動することが大切だと感じました。ま
た、日本国内だけでなく国際情勢にも目を向けた看護師になりた
いと思いました。今回の講演で学んだことを今後に活かし、幅広
い視野を持ち、様々な価値観を受容し、一人一人の患者さんに合
わせた個別性のある看護を提供していきたいと思います。

　合格発表でクラス全員が無事合格することが
できたと分かった瞬間は嬉しい気持ちで胸が
いっぱいになりました。また国家試験合格に向
けて日 こ々つこつと努力してきたことが実った瞬
間だと感じました。全員で合格出来たのは先生
方や家族、クラスメイトの支えがあったからだと
感じています。これからも一緒に国家試験を乗
り越えた仲間との繋がりを大切にし、支え合い
ながら共に看護師として成長していきたいです。

看護師国家試験合格発表を終えて

講演を聞いて

（5階東病棟　看護師）

（専任教師：神戸 真由美）

　国家試験を終えて、ひとまずほっとしている気
持ちと終わって嬉しいという気持ちでいっぱい
です。毎年、合格率100％というプレッシャーがあ
り、国家試験に受かるのか凄く不安でした。しか
し、一緒に頑張る友達がいて、支えてくださる先
生方、家族がいたから合格できたと思います。
　これからは、病院で看護師として働きます。早
く環境に慣れ、戦力となれるように頑張りたいと
思います。

（8階西病棟　看護師）

卒業を祝う
会 テーマ：「卒業生へ贈る言葉～私の国際救援活動の歩みから～」

講師：姫路赤十字病院 看護係長　津田 香都

講演：平成31年3月6日（水）

（5階西病棟　看護師
GCU　看護師）

全員合格
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平成31年3月22日（金）



春休み 思い出の

　春休みに「フォルトゥナの瞳」のロケ地巡りに行ってきました。お弁
当も作ってピクニックしたり、寒かったけど海辺を歩いてみたり、たくさ
んの階段と坂を登って劇中でも使われた場所をたくさん回れました！

（クラスⅢ）

　春休み一日目から、綺麗な菜の花に囲まれて、笑顔の絶えない時間を過ご
すことができました。どんな時も支えてくれる仲間に感謝して、二年生になる
今、気持ちを引き締め直し看護師としての知識や技術を身につけていきたい
です。

 (クラスⅡ)

　中学校からの友達と三日間かけて車で四国一周旅行をしてきました。
　みんなで運転を交代しながら各県の特産物を味わったり、観光名所を
訪れたりしました。４県とも魅力的で、とても楽しかったです。特に印象
深いのは高知県の桂浜です。太平洋の向こう側を眺めながら坂本龍馬の
気持ちを味わえました。ちなみに昨年は、青春１８切符で九州一周を達
成しました！来年の旅行も計画中なので、オススメの地域があれば教え
ていただきたいです。

（クラスⅢ）

　私が所属している社会人ソフトチームに母も所属していて、その練習終わりに
チームの人たちと花見に行ってきました。姫路城に咲く桜はまだ満開ではありませ
んでしたが、お城の白色と桜の淡いピンク色が何とも言えない幻想的な景色でし
た。天気も良く、綺麗な桜を見ながらおいしいご飯を食べて心も体もリフレッシュ
することができました。 (クラスⅡ)

全員合格
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1年の抱負

　2年生になり行事や委員会活動で自分たちが主体となっ
て行動する機会が増え、自分の役割の大きさを実感するよ
うになりました。その中で、一人一人が先のことを考えて行
動し、思いやりの心を持って取り組むことが大切だと話し
合い、2年生前期のクラス目標を決定しました。それぞれが
中心となる立場を自覚し、積極的に声を出しながら、お互
いに支え合っていきたいと思います。そして、1年生のお手
本となれるよう、全員で頑張っていきましょう！！

（クラスⅡ）

　私たち3年生は、今年度、国家試験を受けます。日々の
実習の中で、様々な患者と関わらせていただきながら、
国家試験合格に向けての学習を進め、1年後自分のなり
たい看護師に少しでも近づけるよう頑張っていきます。
3年生全員で協力しながら充実した1年にしていきたい
です。

（クラスⅢ）

 元気・根気・やる気・助け合い
・看護学生として自覚もった行動をとる
・協力しあえるように信頼関係を築く
・主体性を持ち、積極的に行動する

計画的に行動しよう

　私達1年生は不安と希望を胸にこの春入学しました。
初めは皆、緊張して大人しかったのですが、だんだんと
打ち解けていて、今ではクラスは仲良しです。
　入学の翌週から講義が始まり、聞きなれない言葉ば
かりで授業についていくのがやっとですが、分からない
とき、困っている時は全員で支え合えるクラスになりた
いです。

（クラスⅠ）

1人1人が学校の中心であることを意識し、
計画性をもって責任ある行動をとろう。
互いに支え合おう！

目標

目標

目標
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クラスⅠ
　皆さんが色々な場面で努力している姿を写真に収めて上手に
ホームページやカリオンを編集できるように頑張ります。至らない
ところもあるかもしれませんが1年間よろしくお願いします。

クラスⅡ
　今年１年間広報委員のみんなで協力して、みなさんに興味を持っ
て見ていただけるような展示ボードやホームページを作成していき
たいと思います。学校生活の様子を楽しく伝えていきたいと思いま
す。ぜひご覧ください。

クラスⅢ
　私たち3年生は、実習で実際の患者さんから学んだことや看護の
楽しさ、国家試験に向けての勉強法、実習や勉強の息抜き方法など
についてカリオンやブログを通して発信していきます。皆さんに看
護のやりがいや赤十字の学生について興味を持ってもらい、魅力が
伝わるような活動を目指します！

～広報委員会の主な活動～
・HPのブログ更新
・カリオンの作成

新広報委員会メンバー紹介

クラスⅠ

クラスⅡ

クラスⅢ

入学したばかりの１年生にインタビューしてみました！！

（クラスⅠ）

　この学校に入学して、カバンが破れてしま
いそうなくらいの教科書の多さにとても
びっくりしています。そして、講義に来てくだ
さる先生方に医師や看護師が多いというこ
とにも驚きました。これから、勉強も大変に
なるとは思いますが、頑張っていきます。

（クラスⅠ）

　この学校に入学してきて一番に印象的であった
のは、先輩との距離がとても近いということです。
まだまだ、慣れないこともたくさんあると思います
が、先輩方に確認しながら頑張ろうと思います。ま
た、1回1回の講義のスピードがものすごく早いた
めに、予習、復習を大切にしながら頑張っていきた
いです。

（クラスⅠ）

　入学して最初の１週間は慣れず、不安な気
持ちでいっぱいでしたが、徐々にクラスのメン
バーと打ち解けることができ、安心していま
す。先生方も優しく気にかけて下さり、感謝し
ています。これから３年間頑張っていきたい
と思います。
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Vol.38学生のページ



職員紹介

新入職員紹介

事務部長
安田 善彦

異動した職員から一言

校医の紹介

前事務部長
川下 清春

前副院長
奥新 浩晃

専任教師
名村 かよみ

退任の挨拶
学校に異動したのは100回生が
3年生の時でした。臨地実習でも、
多くの患者様にご理解を頂き、看
護について深く考える機会も頂き
ました。教員、病院のスタッフの皆
様、多くの方々に支えられていた
日々であったと実感しています。長
年に渡りありがとうございました。

伝統と実績ある本校に勤務でき
ることを大変嬉しく思います。人を
育てることは難しいことですが、
成長した姿を見ることは大きな喜
びです。学生の皆さんと共に私自
身もさらに成長したいと思います。
よろしくお願いします。

教務助手
石谷 尚美

四月から姫路赤十字病院より異
動してきました。臨床での経験を
活かしながら、常に看護の役割を
考え、そして学生に看護の魅力を
伝えられるような教員に成長して
いきたいと思っています。よろしく
お願いします。

事務部長 安田 善彦学校長 佐藤 四三

3列目 八幡宏美　松井里美　小野真弓　内海尚美
　　　森下裕子　木本菜見子　　
2列目　石谷尚美　神戸真由美　藤元由起子　中林朝香
1列目　山田道代　柳めぐみ　坂本佳代子　藤田美佐子

（副学校長）（副学校長補佐）（教務主任）

退任の挨拶
３年間でしたが入学式・戴帽式・卒業
式・謝恩会・国試100％合格とたくさんの
感動を頂き有難うございました。
卒業生の皆さん、立派な看護師になって
ください。進学された方はしっかり勉強
して夢を叶えて下さい。
先生方、これからも素晴らしい人材を姫
路赤十字病院へ送り続けて下さい。

長い間本校の校医を務めていただきました
姫路赤十字病院 前副院長 奥新 浩晃 先生
が平成31年3月31日をもって退任されまし
た。奥新先生、大変お世話になりありがとう
ございました。

平成31年度からは、姫路赤十字病院 内科
第一消化器科 副部長 筑木 隆雄 先生が校
医を引き受けてくださいました。
どうぞよろしくお願いいたします。

姫路赤十字病院 内科 
第一消化器科副部長
筑木 隆雄

今年から校医に着任した筑木で
す。みなさんが在学中に健やかに過
ごせるように、学校生活を送るうえ
で配慮の必要な疾病・異常の早期
発見、健康状態の把握、保健指導
などに尽力しますので、よろしくお
願いします。
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自己点検・
自己評価結果について

4段階評価　4：できている　3：まあまあできている　2：あまりできていない　1：できていない

1 教育理念・教育目的・教育目標

2 学校運営

3 教育活動

4 学修成果

5 学生支援

6 教育環境

7 学生の募集と受け入れ

8 財務

9 法令等の遵守

10 社会貢献・地域貢献

11 国際交流

 平　均

平成30年度

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

平成29年度

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

平成30年度

保護者による姫路赤十字看護専門学校に関するアンケート結果より
　教育を改善する目的で毎年保護者の方にアンケートをお願いしています。回答率63％と多くの方々にご協力いただき、ありがとうござい
ました。
　「学力不足、心理面等の問題解決にあたって、保護者と適切に連携している」の質問について「当てはまる」50.0％、「やや当てはまる」
38.5%、「当てはまらない」10.3%でした。毎年、保護者交流会や各学年の個別懇談を実施していますが、学年が進むにつれて参加を希望
される保護者の方が減っている現状があります。これらの機会にご参加頂き、保護者の方との適切な連携に努めてまいりますのでご協力
をお願いいたします。
　また、経費の徴収時期と明細がわかりに
くいというご意見がありました。今年度から
は徴収時期を文書でお知らせするとともに、
必要経費の明細も送付しております。そし
て、従来通り、収支報告書も送付しておりま
すのでご確認ください。
　今後とも、保護者の方のご意見をもとに、
より良い学習環境を整えていきたいと考え
おりますのでよろしくお願いします。

平成30年度

　今年度、保護者会役員として学校関係者評価会議に参加させ
ていただきました。
　学校関係者はじめ、地域自治会、院外講師の方 と々ともに子ど
も達の環境改善に向けてそれぞれの立場で活発に意見交換がさ
れました。
　たくさんの方々に支えられていることに、頑張る子どもを見守る
親として心強く感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　（クラスⅢ保護者）

平成30年度

第3回学校関係者評価会議

　「赤十字看護専門学校における学校評価ガイドライン」に
基づき、毎年学校評価を実施しています。本校では、キャリア
教育や早期からの就職支援に取り組んでいます。卒業生には
「ホームカミングデー」を開催し、就業継続支援を行っていま
す。また、学生が自己のキャリアを見据えて看護師として自律
した判断と行動そして周囲の方 と々の協働を通して社会に貢
献できるよう今後も支援していきます。
　平成30年度は、質の高い入学生確保のために、在校生に
オープンキャンパスの時期や参加した動機などについてのア
ンケートを実施しました。その結果を学校関係者評価会議で
報告しました。今後はオープンキャンパスの内容について、対
象別の開催やブース形式の検討などを行っていく予定です。

平成31年4月18日（木）

当てはまる

やや当てはまる

当てはまらない

無回答

全体 1年生 2年生 3年生

「学力不足、心理面等の問題解決にあたって、保護者と適切に連携している」

50.0％
41.9％

38.5％
45.2％

25.0％
40.0％

10.3％
9.7％

6.3％
13.3％

1.3％
3.2％

68.8％
46.7％
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　今年5月1日に元号が平成から「令和」に改められた。改元前後は何かと騒がしさも感じられたが、昭和から平成に改められた時とは
異なり、明るい雰囲気のなかで新しい時代が始まった。
　本校は創立110年を迎えようとしている。これからも、新元号に込められた願いと同じように、本校の一人ひとりが明日への希望とと
もにそれぞれの花を大きく咲かせることができ、さらに明るい未来へと進んでいけるような学校であり続けたい。

（専任教師：藤田 美佐子）

編 集 後 記

オープンキャンパスオープンキャンパスのお知らせ
令和元年 姫路赤十字看護専門学校

※当日午前７時の時点、それ以降に、【兵庫県姫路市】に暴風警報・大雨警報・洪水警報のうち２つ以上発令されている場合は中止いたします。
途中、解除になっても実施しません。ご了承ください。

TEL :(079)-299-0052 電話予約・お問い合わせ (月～金  8：30～17：00／祝日除く) 

参加ご希望の方は、事前に電話予約をお願いします！

定員
40名

10:00～12:00
14:00～16:00

14:00～16:00

月    日（日）26 10:00～12:00

月    日（日）48 10:00～12:00

月    日（月）58 10:00～12:00
14:00～16:00

月    日（火）68 10:00～12:00

月 211 日（土）

基礎看護学実習Ⅰ-1を終えて

　初めての実習でとても緊張していましたが、患者さんが笑顔で迎えて
くださり、すぐに打ち解けることが出来ました。患者さんであり人生の先
輩でもある方の話で今の私に足りないものに気付くことが出来ました。
入院前との生活の変化、患者さんやご家族の思い、看護師の行動がどの
ような効果をもたらすのか、実際に患者さんに接したことで、より理解を
深められたと思います。今回の実習で学び、感じたことを胸にとどめ忘れ
ることなく今後に活かして行きたいです。　

（クラスⅠ）

　今年のナイチンゲール祭は、「和み～ともに穏やかなひとときを～」を
テーマに準備を進めました。本番では患者さんが一緒に歌って下さった
り、涙を流される患者さんもおられ、穏やかな時間を過ごす事が出来た
ように感じます。そして、インフルエンザの流行により時間が限られた中
で、歌の練習やカード作成など、ナイチンゲール祭を一緒に盛り上げて
下さった学生の皆さん、ナイチンゲール祭に関わって下さった先生方や
病棟スタッフの皆様、本当にありがとうございました。

（クラスⅡ）

平成31年4月25日（木）・26日（金）

令和元年5月10日（金） テーマ：和み～ともに穏やかなひとときを～

(8)
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