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第1回ホームカミングデー開催

　本年度よりキャリア教育推進の一つとして、ホームカミングデーを開
催しました。社会人となり緊張した日 を々送っている卒業生が母校に帰
り、同級生や教員、1年先輩と交流することによって、心身ともにリフレッ
シュでき、職場環境の適応に手助けとなることを願い実施しました。新
卒23名、卒後2年目8名が帰ってきてくれました。楽しかったこと、辛かっ
たこと、恋バナなどなど話も弾み、あっという間の2時間でした。ホーム
ページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

（専任教師 ： 内海 尚美）

　同期と久々に再会し、とても嬉しく改めて3年間一緒の教室で
勉強した仲間の大切さを感じる一時でした。笑って、笑って、ビッ
クリして、ちょっと泣いて、食べてまた笑って…2時間がほんと一
瞬に感じました。正直仕事はつらく苦しいことがたくさんあります。
でも今回の会はそれを忘れて、明日からも頑張ろうって思える
きっかけになりました。仕事が嫌だと思っていましたが、今は前向
きに取り組めています。企画していただきありがとうございました。

（姫路赤十字病院 6階東病棟 看護師）

行事予定（平成29年10月～平成30年3月）

  1日（日）　オープンキャンパス
  2日（月）　後期授業開始
18日（水）　クラスⅠ・Ⅱ　トレーニングセンター
20日（金）　関西看護学生看護研究大会
    　　　　クラスⅢ発表・クラスⅡ聴講
27日（金）　クラスⅠ　戴帽式
11日（土）　平成30年度社会人入試
24日（金）　球技大会
25日（月）～1月6日（土）　全クラス　冬季休業

24日（水）・25日（木）　平成30年度一般入学試験
26日（金）～2月14日（水）　クラスⅠ　基礎看護学実習Ⅱ
18日（日）　第107回看護師国家試験
19日（月）～　クラスⅡ　領域別実習開始
  7日（水）　卒業を祝う会　　 
  9日（金）　クラスⅢ　卒業式
20日（火）～4月3日（火）　全クラス　春季休業
26日（月）　国家試験合格発表
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平成29年8月3日(木)、4日（金）日本看護学会  ―看護教育―
発表テーマ：「ペア制実習が入職後に及ぼす効果」

「ペア制実習が社会人基礎力に及ぼす影響」
「実習に関する看護学生のインシデント報告の実態」

サンポートホール高松・かがわ国際会議場

（専任教師：中島 啓子）
（専任教師：松井 里美）
（教務主任：山田 道代）

● ケーススタディ発表
　ケーススタディを作成するにあたって、文献を用いながら整理すること
で、患者さんに与えた影響を客観的に分析し、振り返ることができました。
また、どのように伝えればいいのか悩み、伝えることの難しさを実感しまし
た。他の学生の発表を聞き、実習で学んだことを知ることができ、共に成
長していると感じました。

（クラスⅢ）

● 授業参観に参加して
　9月1日にケーススタディ発表の授業参観に参加させていただきました。
どれも準備をしっかりされた素晴らしい発表でした。熱心なご指導ありが
とうございます。
　2年前のシーツ交換の参観の日からの成長を感じました。参観に来られ
たことのない保護者の方は是非一度参加してみてください。幼い頃の参観
とはまた違った驚きがありますよ。

（クラスⅢ保護者）

● ケーススタディ講評
　実習中から患者さんの話をよく聞き、患者さんと同じ目線にたって看護
を考えることができていました。ケーススタディで実習を振り返ることでよ
り学びを深めることができたと思います。今回の学びを活かして、患者さ
んに寄り添った看護を大切にできるようになってもらいたいと思います。

（姫路赤十字病院 7階東病棟 臨床指導者：平井 里奈）

授業参観 （ケーススタディ）

(左：松井 / 右：中島）

(左：保護者 / 中央：担当教員 神戸 /
右：臨床指導者 平井さん）

(山田）
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。

　赤十字看護専門学校本社学生研修に
参加し、「赤十字の一員として大切にし
たいこと、『今』自分にできること」に
ついて他校の学生と意見を交わしたり、
学校の様子を聞く中で、赤十字の一員
としての自覚が高まり、良い刺激になり
ました。また講演を聞いて、国際人道
法を正しく理解し、普及させていくこと

の必要性を改めて感じました。たくさん事前学習をしてから臨んだ
ため、学びの多い有意義な研修になったと思います。
　研修後のレクリエーションでは友人と楽しい時間を過ごし、
いい思い出になりました！

（ クラスⅡ ）

　本社研修では、他
の専門学校の学生と
グループワークをし
て考えを深めました。
事前に学校で授業の
空いている時間を利

用し、グループワークをたくさんして、本社研修に向けて
準備してきました。今私たちに出来る事を私たちなりに深
く考えて研修に臨んだので、他の学生にも自信を持って積
極的に自分の意見を伝える事が出来たと感じています。
　研修が終わった後は、仲の良いグループで東京を観光
し、有意義な時間を過ごせました。本社研修で学んだ事
を今後の生活でも活かしていこうと思います。

（クラスⅡ）

　この学校に入学する
前から赤十字の災害救
護活動に凄く興味を持っ
ていたので、学校に入学
して赤十字救急法を学
ぶことが出来てよかった

です。救急法を学び、行うことで救急法の重要性や大変さ
を実感しました。救急法は難しかったですが、出来た時の
喜びは大きかったです。　　

（クラスⅠ）

　私は、赤十字救急法の中
で一番難しく感じたのは包
帯法です。先生に教えても
らったり、いろんな友達と
居残り練習をし、お互い教
えあったりしました。そのお

かげであまり話したことがなかった友達とも仲良くなる
ことが出来ました。また、協力することの大切さを改め
て感じました。実際の現場でも素早く行動できるように、
検定は終わりましたが練習を怠らないようにします。　

（クラスⅠ）

看護学生あるある

赤十字救急法

　医療ドラマを見ているとツッコミを入れ

てしまう。→ドラマと現実との違い
→授業で習ったことが出ていたとき

（例）「実際の臨床の場はもっと
　　 切羽詰っているのにな」
　　 「意識レベル3桁はこういう状態だな」

など

7月1日～5日

思わず頷いてしまう！



　私は、この夏季休業を
利用して、高校の友達とシ
ンガポールへ行ってきまし
た。現地では、英語だけで
なく中国語、マレー語など
多数の言語が飛び交って
おり、英語にもクセがあっ
て会話が困難でしたが、優しい方ばかり
で、中には仕事の休憩中に案内までして
くださる方もいました。人生初の海外旅
行でしたが、1つの国を訪れていろいろ
な文化に触れることができ、とても充実
した5日間を送ることができました。

（クラスⅡ）

　夏休み中に、岡山で下宿をしている友人宅に泊まりに
行きました。岡山県は「晴れの国」として有名らしく、日
ざしが強かったので、姫路よりもとても暑く感じました。
夜はみんなで夕食を作った
り、期間限定の水族館へ
行ったりと、とても充実した
2日間でした。夏は暑すぎる
ので、岡山へは涼しくなって
からがおすすめです。　　　

（クラスⅠ）

　私はこの夏、1泊2日で和歌
山に行ってきました。
　白良浜やアドベンチャーワー
ルドへ行き、日常を忘れてゆっ
くり過ごすことができました。
　来年の夏季休業を楽しみに、
また勉強を頑張っていきたいで
す！

(クラスⅠ)

　私は、夏休みにクラスの友達とUSJに
行ってきました。
　その日は気温が高く、人も多かったの
で、待ち時間は大変でした。
　でも、お目当てのアトラクションに乗り、
リフレッシュすることができて良かったです。
　これからの休みも、クラスの友達といろ
いろな所へ行きたいです！

（クラスⅠ）

　私は夏休みに、伊豆にある城ヶ崎海岸に行きました！
　ここには吊り橋があって、バスを降りて20分ぐらい歩か
なければいけませんが、歩いた甲斐があるなと思うほど水
がエメラルドグリーンです
ごくきれいでした！また常
に波が強くて、音もすご
かったです。伊豆に行った
際にはぜひここにも遊び
に行ってみてください。

 （クラスⅡ）
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1人暮らし1人暮らし

　夏季休業中に友達と4人でスパワールドに
行ってきました。人が多くてスライダーには
乗れませんでしたが、4人でいっぱいはしゃ
いで楽しかったです。その後温泉にも入って
癒されてきました。久しぶりに4人でお出か
けしてリフレッシュすることが出来ました。

(クラスⅡ)

　勉強と実習の息抜きに、夏休み、実習メン
バーでお疲れ様会をしました。海辺でバーベ
キューをするつもりでしたが、波が高くて店内
の焼肉に変更。実習や勉強の話をしながらも、
少しの夏気分を味わうことができました。

（クラスⅢ）

　今回、私は夏休みを利用してインターンシップで手術室に行きました。実習中に
3回手術室に入らせてもらったことがあり、もっと手術室のことを知って将来は手
術室で活躍できる看護師になりたいと思っていたので、とても楽しみでした。
　午前中は、手術器具の準備室を見学し、清潔にされている器具が多くあることを
知りました。お昼は看護師とともに食事をとり、
とても和気あいあいで楽しかったです。午後から
はいくつかの手術を見学させていただきました。
今までで一番近いところで手術を見ることがで
きとても感動しました。今回の貴重な経験を活
かしてさらに勉学に励もうと思いました。

（クラスⅢ）

　私は、東京アカデミーの夏期講習に参
加しました。必修問題は、看護師国家試
験で8割をとらないと合格できない範囲で
あり、その範囲の問題集を解きながら、解
説を分かりやすく1問1問教えて下さりま
した。また、他にも解剖生理や成人看護学
の講義にも参加したのですが、国家試験
対策などポイントを押さえたわかりやすい
講義で、とても有意義な時間を過ごすこと
ができたと思います。夏期講習で学んだこ
とをしっかり復習し、国家試験に向けて頑
張って勉強を続けていきたいと思います。

（クラスⅢ）

私は2年生
の1月から実習で忙し

くなるため一人暮らしを始めま
した。最初はなにもかも初めてで、今ま
で両親が当たり前にしてくれていたこと
にとても感謝しました。時間がたつごと
に一人暮らしにも慣れ、今では時間を
有効活用できるようになったと思いま
す。今後はさらに忙しくなると思います
が、一人暮らしを
させてくれて、離れ
ていても支えてくれ
ている両親に感謝
の気持ちを忘れず
勉強や実習を頑
張っていきたいと
思います。

（クラスⅢ）

一人暮ら
しを始めてもうすぐ

半年が経ちます。全て自分でし
ないといけないので大変なことも
多々ありますが、充実した日々を
送っていま
す。ま た1
月から実習
が始まるの
で実技も学
科も頑張り
たいと思い
ます。　

（クラスⅠ）

私は今年
の四月から一人暮

らしを始めました。実家を
出て家族と離れて寂しく、家事や勉
強との両立がとても大変ですが頑張
ります。生活面で私が特に頑張りたい
ことが料理です。学校に持っていくお
弁当や夕食など
料理のレパート
リーの少なさで
苦戦中です。経
験を積んでレ
パートリーがた
くさん増えたら
と思います。　

（クラスⅡ）
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　私は7月27日に、姫路赤十字病院のインターンシップ
に参加しました。以前から新生児の看護に興味があった
ため、NICUとGCUに行きました。実際に新生児の看護
を自分の目で見ることで、病棟の特徴や雰囲気を知るこ
とができ、新生児の看護に関わりたいという気持ちが強
くなりました。貴重な体験もさせていただき、実習とは別
の形で姫路赤十字病院のことを知ることができ、参加し
て良かったと思いました。

（クラスⅢ）

　第46回フローレンス・ナイチンゲール記章授与式が平成29年8月2日、
日本赤十字社名誉総裁皇后陛下、名誉副総裁の皇太子妃殿下、　
秋篠宮妃殿下、寛仁親王妃信子殿下ご臨席の下、東京プリンスホテル
で行われました。今回、紛争地域での国際救援活動が評価され、名古屋
第二赤十字病院副院長兼看護部長の伊藤明子さんが受章されました。
　授与式と受章記念講演会に参加し、国際救援活動は最初遠いものだ
と思っていましたが、場所が違うだけで、医療や看護を提供するという
意味では、一緒だということを感じました。また他者を意識して行動し、
他者を慮る気持ちをもつことが大切であると学びました。常に他者のこ
とを考え行動し、思いやりの気持ちをもつことが、私たちが看護学生の
間に身につけていくべき能力だと学びました。

（クラスⅡ）

ナイチンゲール記章授与式

　平成29年6月27日～7月12日、日本赤十字社幹部看護師
研修センター「赤十字科目Ⅰ研修」を受講しました。赤十字に
関する理解を深め、災害看護における看護管理者の基礎能
力を培うことを目的に、赤十字概論と災害看護論について学
びました。近年、各地で災害が頻発しており、災害看護の重
要性は高まっています。研修の学びを活かし、平時からの備
えと災害看護の実践に必要な知識と技術の習得に今後も努
めていきたいと思います。

（教務助手：小野 真弓／写真右）

赤十字科目を受講して インターンシップに参加して
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姫路赤十字看護専門学校



教育実習を終えて
　教育実習があっという間に過ぎてしまい、今は寂しく感じています。昨年4
月に看護学校に着任し、授業を行っていますが、教育実習の中で、教員の視
点・学生の視点から新たな気付きを多く得ることができ、とても多くのことを
勉強させていただきました。　　
　また、学校経験がなく、普段は臨床なので、緊張して実習にこられている学
生さんしか見ていなかったので、学生さんのよい所を沢山感じることができま
した。臨床の看護師の姿を見て、学生さんが学ばれていることを改めて感じ、
自分の看護観をしっかりしていこうと再認識させられました。
　この学びを、今後に活かしたいと思います。本当にありがとうございました。

（環太平洋大学 教育実習生）

講師紹介
姫路赤十字病院 5階西病棟 看護係長

三上 美枝

　「セルフケアの再獲得」の脳血
管障害の領域を担当しています。
母校でもあり、学生は年齢的に
もわが子に近い世代なので、とて
も身近に感じています。
　講義については、私が学生だっ
たときはこの分野もなく、どうすす
めていけばよいのか試行錯誤し
ながらですが、なるべく事例を用いてイメージしやすいような
講義をと心がけています。

姫路赤十字病院 リハビリテーション科 理学療法士

森本 洋史

　「セルフケアの再獲得」の授業を担当し
ています。就職当初から運動器疾患リハ
ビリや、最近では呼吸循環器疾患リハビ
リや介助方法などの授業をしていました
が、昨年度からリハビリ関係の全ての授
業を担当させていただいています。
　この授業はリハビリの基礎となる内容
で、学生さんも一生懸命学習していただ
いており、私なりに出来るだけ分かりやすく、就職後に役立つ内容の授
業ができるようにしますので、宜しくお願いします。

8階西病棟病棟紹介
　在校生のみなさん、四季のおりにふれ、“お楽しみ会”などを開
催してくださりありがとうございます。ナイチンゲール祭などでも、
小児病棟向けに配慮をありがとうございます。看護学生が子ども
たちと楽しそうに過ごしてくれている姿に、保護者のみなさんも、
保育士・看護師も含め、病棟が和んでいます。子ども好きの看護
学生が多いのだなと思うと心強いです。
　子どもたちは、未来を託す社会の財産です。共に悩みながら、
小児の看護について病棟で考え語りましょう。子どもたちが頑
張っている病棟に柔らかい心で来てください。

（8階西病棟 看護師長：田内 千恵子）
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　この夏は例年以上に早く過ぎた。そして秋は、院外実習とともに始まった。3年生は、主な実習施設である姫路赤十字病院を離れて、
院外の諸施設で実習させていただいている。実習ごとに各地の施設まで時間通りに辿り着く、そして実習する。実習記録を提出して、返
却してもらう方法も今までとは違う。初めての連続である。秋が深まるころには、たくさんの価値観にふれ、初めてのことを無事乗り越え
て成長した3年生に出会いたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （専任教師：名村 かよみ）

カリオン 歴史シリーズ

いとすぎ 第1号 姫路赤十字高等看護学院 学生奉仕団

（副学校長：柳 めぐみ）

　本校学生奉仕団は昭和37年4月21日に結成されました。当時2年生の63回生
が中心に有志14名で発足しました。結成1年後に「いとすぎ」は刊行されています。
巻頭言では、団長の小林紀子さんが、結成したばかりの団を「移植したばかりの“い
とすぎ”」に例え、「個々の心を集積し、努力と相互協力の肥料を欠かすことなく浸透
させて、広く、力強く根を張り人の心をほのぼのさせる糸杉を作りあげねばなりませ
ん。」と記されています。
　当時の支部振興課長、小俣武学校長、石村カメ看護部長にも寄稿いただいています。団員達の文章は、県立聾学校、盲学校の子
ども達と交流したり、他奉仕団と交流したり、様々な活動の感動、楽しさを伝えています。奉仕団結成から55年、久しぶりに皆さん
も文集をだしてはいかがですか？

ト
ラ
イ
やる

ウィ
ーク ふれあい看護

体
験

オー
プンキャンパス

社会人入試

一般入試

試験日程：平成29年11月11日（土）
願書受付：平成29年10月16日（月）～平成29年10月30日（月） 消印有効
試験日程：平成30年1月24日（水）・1月25日（木）
願書受付：平成29年12月11日（月）～平成30年1月11日（木） 消印有効

▼ 詳しくは学校ホームページをご覧ください。http://himeji.jrc.or.jp/school/

編 集 後 記

5月29日（月）～
6月2日（金）
6月5日（月）～
6月9日（金） 6月4日（日）

7月30日（日）
7月31日（月）
8月1日（火）
10月1日（日）

7月27日（木）
7月28日（金）

平成30年度入学試験のお知らせ
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