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平成 25 年 4 月 4 日、名桜大学新体育館において、平成
25 年度名桜大学入学式が行われました。看護学科では
87 名の新入生と、5 名の編入生を迎えました。

平成 25 年度看護学科入学生状況
入学生総数(編入生含む)
92 名
男子
14 名
女子
78 名
新入生の県内・県外出身地別の割合
沖縄県内出身者
42.6％
北部地区出身者(県内)
19.5％
県外出身者
37.9％

新入生代表で宣誓をした比嘉愛里紗さん
大学に入学し、約２ヶ月が経ちますが、授業での学び
も多く、沢山の仲間とも出会い、充実した日々を過ごし
ています。サークル活動にも参加し、先輩方との交流も
多く、授業やサークル活動を通して、多くの刺激を受け
ています。今年度はサークル活動と学業の両立を目標に、
頑張りたいと考えています。
田原鴻哉(具志川高校出身)

-・－・学内散策-・－・・
新年度が始まり、
2 か月が経ちました。
学内で迷子の学生を見かけることも少
なくなりましたが、学内には４年生も知
らない関連施設や素敵な場所がまだまだたくさんありま
す。ちゅら風通信では、今後、シリーズで、名桜大学内の
ベストスポットを紹介します。お楽しみに！

入学式。スーツ姿で大学生活がスタートしました！

『大学と人生』では、名桜大学の
歴史から世界平和まで、幅広い題
材を取り上げて講義してください
ます。瀬名波学長やゲストスピー
カーの先生方の話を聞き、学生のときに得た知識や考えが
これからの人生に大きく影響すること、さらに、私たちの
可能性を広げていくことを実感しています。これからも、
更に学びを重ね、あらゆる問題について自分の考えを問い
ながら、将来に繋げていきたいと思っています。
天願由依菜(球陽高校出身)
高瀬幸一先生の『健康スポーツ科学』の講義

管理棟のさらに奥に、大学な
らではの研究施設があります。
平成 25 年度、総合研究所所長
に看護学科の金城やす子先生
（小児看護学教授）が就任されました。
「拓かれた研究所」
をモットーに、研究支援の推進と地域貢献活動に取り組ん
でいます。研究に関心がある学生の訪問も大歓迎です！

この授業は、皆が知っているようで知らない健康につ
いての講義をしてくれます。新しい知識や発見が多く、こ
れからの食生活や健康を考えていく上で、必要な知識や考
え方を学ぶことができるため、履修できて本当に良かった
と思います。これからも、健康的な生活を送るためにこの
授業で沢山学び、
今後に活かして
いきたいです。
山城香純
(糸満高校出身)
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ICN（INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES) Conference 2013 in Melbourne,
Australia！
メルボルンで開催された国際看護師協会(International Council of Nurses /
ICN)大会と学術集会に参加し研究発表を行いました。ICN は、各国の看護師協
会から成る組織で、130 以上の国の看護師が会員となっています。この大会は
2 年毎に開催される看護職最大の国際学術集会です。今回のテーマは、
“Equity
and Access to Health Care”
「公平性とヘルスケアへのアクセス」でした。私
たちは“Health care-based workplace violence

experienced by nurses in

Japan: Health worker violence against nurses”というタイトルで医療現場に
おけるモラルハラスメントについて日本の実態を発表しました。施設内や地域
におけるネットワークシステムや、HIV/AIDS などの感染症、高度実践看護師
の果たす役割の拡大な
ど、保健医療福祉先進
国であるオーストラリ
アらしさを感じる本大会は、世界の看護職との交流や地元の精神
科医療システムについての見学も含めて非常に有益な時間を過
ごすことができました。世界一住みやすい都市メルボルンは、先
住民たちに敬意を払い、古いものを排除することなく、新しいも
のや多国籍の移民を受け入れながら発展してきてきた魅力的な
都市でした。さて、今後の予定ですが、2015 年が韓国、2017 年
はスペインです。次は皆さんも、参加してみてください。

（精神看護学 鈴木啓子、平上久美子）

日本老年看護学学会

第 18 回学術集会に参加しました！

2013.6.4～6.6日の3日間、日本老年学会が大阪国際会議場で開催されました。今年度は、第18 回日本老年看護学会学
術集会に加えて、第55 回日本老年医学会，第55 回日本老年社会学会大会，第36 回日本基礎老化学会大会，第24 回日本
老年歯科医学会総会・学術大会，第28 回日本老年精神医学会，第12 回日本ケアマネジメント学会研究大会との合同で開
催されました。各学会で主たるシンポジウムのキーワーズは「認知症の治療・ケア」「看取り」「健康長寿」であり、豊
かな老いを過ごすための示唆を得ることができました。
私たち高齢者・在宅ケア領域では2010年から交流集会を企画
し運営しており、本年度も「地域の特性を生かした老年看護学
のカリキュラムを考える」をテーマとして、本年度より開校し
た「沖縄の文化と看護」科目の紹介＆成果物である琉球藍染め
の展示およびフロアの皆さんと意見交換を行いました。結果、
「文化と看護」の重要性を改めて実感し、有意義な学会参加と
なりました。文化はすばらしい！！！
（高齢者・在宅ケア領域：稲垣絹代
『沖縄の文化と看護』受講生と古我知焼きの作品展示会？

永田美和子

佐和田重信

八木澤良子）
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県保健師活動の経験を踏まえ、これまで培った実践を基に「地域に根ざした公衆衛生看護
活動」を看護学生と共に、更に深めて行きたいと考えています。また、未来のすばらしい看護
師・保健師の皆様に支えられ、自らの高齢生活を楽しめたらと思います。
今後とも、宜しくお願い致します。
地域看護学教授 永吉ルリ子

沖縄にきて早 2 か月、一年生のように新しいことに挑戦する毎日です。この環境の中で、自分
自身の更年期という発達課題にどのように向き合っていけるのか？学生の皆さんと関わること
で、むしろバリデーション(確認)できるのではないかと期待しています！
高齢者看護学助教 八木澤良子

成人看護学を担当します。専門はがん看護です。この自然豊かな山原の地で教育・研究活動
ができることを嬉しく思います。これまで経験してきたことを活かし、名桜大学で高度実践者、
看護リーダーの育成に努力し、学生と共に学び考え、教育・研究活動を通して地域貢献をして
いきたいと思います。宜しくお願いします。
成人看護学助教 玉井なおみ

母性看護領域の鶴巻です。私は 4 月に茨城から沖縄にきました。名護の田舎の方に住んでい
るので通勤途中によくマングースを見かけます。名護湾を見る回数より多いですね。梅雨のジ
メジメ感に慣れません。夏が今から恐いです。母性の授業は 3 年次からですが、みなさんが自
分の身体に興味･関心が持てるような関わりをしていきたいと思っています。
宜しくお願いします。
母性看護学助教 鶴巻陽子

みなさんこんにちは、私は精神看護領域助手として赴任しました鬼頭です。これまでの経験
は総合病院で 8 年間勤務し、その後沖縄に移住し精神看護、看護管理を行ってきました。現在
私は精神領域でフットケアの研究を行っています。昨年はタイに行き王宮認定のフットマッサ
ージの資格を修得しました。興味がある方は是非気軽に声をかけて下さい。
精神看護学助手 鬼頭和子

私は長年、国立ハンセン病療養所に勤務し、差別や偏見を受けてきた多くの入所者の看護を
実践してきました。1996 年に「らい予防法」が廃止され、入所者の人権が回復した現在にお
いても未だ社会復帰できない方が多くいらっしゃいます。これまでハンセン病療養所で培った
知識、技術を学生に伝え、患者さんやその家族の苦悩をわが身に受け止め、病む人々に寄り添
い看護を提供することができる人材を育成していきたいと考えています。
基礎看護学助手 伊波弘幸

私はこれまで、市町村役場で行政保健師として勤務してまいりました。教育現場は初めて
という事もあり戸惑うことも多いのですが、私自身も地域看護学について、学生さんたちと共
に楽しく学んで成長していけたらと思っています。また、保健師経験を踏まえた、保健師活動
の楽しさも伝えていけたらと思っています。
宜しくお願い致します。
地域看護学助手 松田めぐみ
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VAG とは The Volunteer Activity Group の略で看護学
科内および地域の看護・福祉に関するボランティアの窓口
を担い、看護学生のボランティア活動の促進を目的として
います。現在 5 つのグループが活動しています。
2013 年 4 月 24 日(水)に行われたＶＡＧの総会で、新代
表が選出されました！
この度、VAG の新代表になりまし
た。VAG は宮里朝市や、ちゅら風通
信など様々なボランティア活動グル
ープで構成される組織です。私は大
学に入って初めて沖縄に来ました
が、ボランティアで出会う地域の
方々はすごく温かみがあり、毎回、
訪れる度に元気をもらっています。
そんな地域の方々に恩返しができるようにもっと VAG
の活動を盛り上げていきたいと考えています。
頼りないですが精一杯頑張るので皆さんご協力お願い
します。
2 年次 佐々木蒔萌 (青森県出身)

平成 25 年 9 月 9 日から 17 日までタイを
訪問する参加者が決定しました。４年次１
名、３年次３名、２年次 11 名の計 15 名が
参加します。
私は昔から海外の看護について興味
があり、実際に現地に行って学びたい
という思いで、今回の海外スタディ・
ツアーに応募しました。ツアーでは、
タイの現地の看護状況と日本の看護
の違いを知ることはもちろん、海外と
いう異文化の中、非言語的ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
を学べる機会でもあるので、積極的に
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをはかっていきたいと思い
ます。また、看護の面だけではなく、タイの文化や風習
にも触れ異文化を学び、自分自身の成長やこれからの看
護観に繋げていけるよう、今回のツアーに臨みたいと考
えています。
2 年次 中村美月 (コザ高校出身)

◆活動グループ
宮里朝市
地域での血圧測定等の健康チェック
と健康づくりのイベント企画
もとぶ手作り市
貧困を考える会
施設や公園での血圧測定等の健康
(チームガッキー) チェック
ちゅら風通信
年 3 回学科ニュースレターを発行
にっこりんこ
発達障がいの子ども達への学習支援
その他
オープンキャンパスボランティア等
興味のある活動がありましたら、ぜひ佐々木代表に声を掛
けてくださいね(^O^)／

チームガッキーは 2 か月に一回の頻度で南部の施設や
公園で血圧測定等を行うボランティアです。
6 月 1 日、チームガッキーでボランティア活動を行い
ました。初めての参加でしたが、健康に関心の高い方が
多く私が教えられることもたくさんありました。しかし、
中には、お金がないから 1 度も病院に通ったことがない
と言う人もいて、私にはとても衝撃で、返す言葉が見つ
かりませんでした。外に出て、いろんな背景を持った方々
と話し、気づかされた事や学んだことが多くありました。
帰り際に参加者の方から
「あんたの顔覚えたから
また来てね」と言われた時、
自分にもできることがあると、
本当に嬉しくなりました。
今の私にできることを考え
ながら、積極的に参加して
いきたいと思いました。
2 年次 嶋崎 穂菜美
（(長崎県出身)

平成 25 年 4 月 20 日に名桜大学で行われた３大学合同会議

沖縄地区看護学生コンソーシアムは、沖縄の看護系大
学（3 大学）が連携し、ケアリングアイランド沖縄構想
において学生における学びの文化を創り出すことを目指
して活動している団体です。
「学びの文化」をお互いに深
めていくために、大学カリキュラム以外での相互交流や
自発的な勉強会等の機会の創出、連携大学での学生コン
ソーシアムを組織化し、相互学習の場づくりを行います。
まだまだ、実績は少ないのですが、今後は、2 年次を中
心に、積極的に活動を盛り上げていき、看護系 3 大学の
交流を深めていきたいと思います。
2 年次 比嘉麻紗子(名護高校出身)

皆さん もぜひ参加 し
てくださいね～
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1 年次生の副学年長を務めることになった伊志嶺香奈
です。私はもともと人見知りで、人前に出ることは苦手で
した。だから、大学では自分の課題を克服したくて副学年
長に立候補しました。一度引き受けたからには、責任をも
って、今回同じく役員になったみんなと協力しながら、最
後まで精一杯頑張っていきたいと思っています。至らない
ところはたくさんあると思いますがどうぞよろしくお願
いします。
1 年 伊志嶺香奈(興南高校出身)

平成 25 年 4 月 13 日㈯に新入生教育研修が行われました。
2 年次生が企画・運営を行い、カードメソッドの研修や、
オリエンテーリング、昼食はＢＢＱと１日楽しみました。

平成 25 年 5 月 11 日㈯に新入生歓迎バレーボール大会
が行われました。国際学群・スポーツ健康学科・看護学科
の新入生を中心に多くの学生が参加しました！
新入生歓迎バレーボール大会を通して、国際学群やスポ
ーツ健康学科とも関わる機会があり、特に看護学科のみん
なと多く交流ができました。看護学科のチームも決勝リー
グに進むことができ、とても盛り上がりました。スポーツ
を通して共に勝利を分かち合うことで、看護学科の絆が深
まった気がします。これからの看護学科での活動もこの体
験を活かして頑張っていきたいと思います。
1 年 佐久川博行(名護高校出身)

新入生歓迎バレーボール大会

決勝リーグ進出！

↑ゼミ目標を話し合っている様子
4 月 13 日、新入生教育研修がありました。入学して 1
週間ちょっとで、とても緊張していたことを覚えています。
そんな中、特に思い出に残っているのが、ゼミメンバーで
クイズを解きながら学内を歩き回ったことです。私はまだ、
ゼミのみんなと打ち解けていませんでしたが、一緒に答え
を考えたり、学内を走り回る中で、次第に皆と仲良くなれ
ました。このような素敵なイベントを主催してくださった
2 年次生を中心とする先輩方、先生方にはとても感謝して
います。これからも多くの行事を通して、仲間と一緒に大
学生活を謳歌したいと思います。
1 年 森 直也(鹿児島出身)

県外生に質問！
沖縄に来て驚いたこと・・？
・夜でも気温差がない
・自分達が標準語を話していると思っていること
・基本的にすべてにおいて濃い
・金城さんが異常に多い。
・2 千円札がある
・マックスバリューのことをマクバという
・靴下の丈は長いのが普通

選手兼応援団・・と大活躍？

・ぜんざいが温かくない。
・バスが時間通りに来ない。
・スーパーで店員さんが袋詰めまでしてくれること。
・電車がない。
・公園にバスケットゴールがある。
・もう蝉が鳴いている。
・方言が通用しない。
・イオンが 24 時まであいている
・イオンのことをジャスコという
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平成 25 年 4 月 13 日(土)に看護学科 7 期生の教育研修
が行われました。新入生同士及び上級生、教員との親睦
を深め、学科の理念を共有しながら各自の夢や目標を語
り合うことを目標としています。2 年次の学生全員が企画
運営に関わり、春休みを利用しレクやオリエンテーリン
グなどの計画、準備をしました。

↑ガウンテクニック・
滅菌手袋着脱のデモ

看護学科の新カリキュラムでは、新しく選択科目とし
て『沖縄の看護と文化』が開講されました。三線を弾い
たり、藍染めや古我知焼きを実際に体験することもでき
ます。また、うちなーぐちを学ぶなど沖縄の文化を見て、
聴いて、肌で感じることができるユニークな科目です。
昼食の準備の様子、

ポートフォーリオを使った
自己紹介の様子

今回の新入生研修会は、初めて 2 学年の学生全員で
取り組んだ行事でした。去年の資料をもとに、学生が
中心になり日程やレクの内容などを検討しました。ま
さに名桜大学特有の学生参画を通した学びができた
と思います。特に、カードメソッドのグループは 1 か
月前から作業に取り掛かり、多忙な日々を過ごしてい
ました。カードメソッドはこれからの学習の基盤にな
るものですが、初めは意外と難しいのですが、後日、
後輩に大丈夫だったか聞いてみるととても分かりや
すかったという感想がもらえて、とても嬉しかったで
す。去年私たちが楽しめたように今回の研修会も楽し
めているといいと思います。2 年生おつかれさま～＾
＾
2 年次 久手堅 利紗 (浦添高校出身)

「三線を弾ける」という先生の言葉にひかれ、履修登
録をしました。この授業で、たくさんの沖縄の文化に
触れることができました。本土とは別の歴史を辿った
沖縄の文化は、私にとって初めて見るものばかりでし
た。この授業では、「うちなぁぐち」の現状について
学んだり、三線や染物、陶芸などを実際に体験したり
しました。特に染物、陶芸は印象的であり、工房を訪
れ、自分の思い描く作品を制作しました。大自然の中
で活動することは、とても気持ちがよく、普段使わな
い感覚を使っているようでした。これらの活動を、こ
れからの看護の場に活かしていきたいです。
2 年次 大石奈央 (宮崎県出身)

↑本部にある「藍風」にて藍染め体験をしている様子
2 年次前期科目で皆が頑張っている科目として、『基礎
看護技術Ⅱ』があります。技術の根拠を考えながら真
剣に演習をしています。また演習中は名桜大学看護学
科の合言葉である「気になったらレスポンス」を意識
して、ｸﾞﾙｰﾌﾟで教え合い、学び合っています。
基礎看護技術Ⅱでは、Ⅰとは少し授業内容が変わ
りました。先生方が学生のサポート役になり、学生
自身がデモを担当し、学生同士で技術を教え合うと
いう授業内容になっています。Ⅰでは先生方にデモ
で細かく教えていただきました。Ⅱでは自分自身が
相手に教える側なので担当する技術に責任を持つよ
うになり、より主体的に学べていると思います。
先生方のように皆に上手く説明することの難しさを
知り、その力を身につけていくことができる授業で
もあると思います。これからも技術を学び、実習な
どで活かしていきたいと思っています。
2 年次 宮城亜衣李 (名護高校出身)

平成 25 年 5 月 11
日(土)に新入生歓迎
会のバレーボール大
会が全学合同で開催
されました。看護学
科 2 年次から 3 チー
ムが参加しました。
応援団も大活躍！
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★５/１１(土)
新入生歓迎 BBQ 大会開催

★授業紹介：精神看護方法論
(グループディスカッション風景)

今年の BBQ 係は準備の開始が遅かったようで二週間
前に焦ってバタバタと準備をしていたり、参加人数が過去
最多人数で予算のやりくりでごたごたしたり、残念ながら
当日に雨が降ってしまったりなど・・・トラブルが多くあ
りました。しかし、メンバーの頑張りや、三年生全体で協
力し合って、最後は楽しい BBQ 大会でした。
色々と課題もありましたが、みんなの協力のおかげで、
リーダーの役目を無事におわることができました。一年生
だけでなく、他学年も楽しんでもらえて、企画運営のかい
がありました。これを機会に、全学年の交流が深まれば、
嬉しいです。
新歓 BBQ リーダー 崎山嗣史
（コザ高校出身）

今回は“精神看護方法論”を紹介します。この講義は
精神看護の基盤となる人間理解を目的とし、２年次に履修
した精神保健、病態治療学Ⅴ(精神疾患)、精神看護学概論
での学びをもとに、より実践に近い知識や現代の精神医療
における治療的環境などについて学ぶ講義です。特徴とし
てグループワークと事例を用いた学習があり、グループ
ワークでは個人では少ない経験や思いもつかない考えを
グループ内で共有することができ、相乗効果でより大きな
学びになります。学生がそれぞれ違う病院見学に行った際
の経験を共有し、ディスカッションしました。事例を用い
た授業では、先生のオリジナル事例＆問題を用いて、事前
学習を行い、講義で解答・解説を行います。問題の一つ一
つが上手く考えられているので、毎時間深い学びをするこ
とができます。
３年次 吉居俊平（福岡県出身）

★４年次学生生活紹介
現在 4 年生は、卒業研究や実習、就職活動、国家試験
勉強に追われながら充実した毎日を送っています。これま
での実習を終えて、患者さんの視点に立ち、個別性を考え
た看護を展開していくことの大切さを改めて実感してい
くことができました。実習では、患者さんとコミュニケー
ションが上手くいかず、悩むこともありましたが、教員や
看護師などの協力もあって、乗り越えていくことができま
した。卒業研究では、それぞれ領域別にわかれて自分の研
究してみたいテーマに取り組んでいます。実習や国家試験
の勉強をしながらの卒業研究であるため、すべてを同時に
並行しながら進めていくことは大変ですが、4 年間苦楽を
ともにしてきた仲間たちと支え合いながら、残りの大学生
生活を楽しんで頑張っていきたいと思います。
４年次 下地由梨香（前原高校出身）
（下段一番右が下地さん）
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ちゅら風通信に入った 1 年次の戸高友布です。
私は何か新しいことがしたいと思い、ちゅら風通信
に入ることに決めました。文の構成など苦手なので
すが、この機会に文章力やまとめ方など上手くなれ
たらいいなと思っています。私も奈月さんと同じよ
うに養護教諭を目指していて、保健だよりなどをつ
くる時のいい経験になると聞いたので、このチャン
スを活かせたらなと思います。これからよろしくお
願いします。
1 年次 戸高友布（大分県出身）

新しく入りました 1 年次の東仲里早彩で
す。受験生の時にちゅら風通信をよく見て、
名桜について考えるきっかけとなったの
で、私もこのちゅら風通信を通して受験生
や名桜の学生のみなさんに看護学科に関心
を持つきっかけになったらいいなと思って
います。誰もが名桜って楽しそうと思うよ
うな記事作りを目指して頑張りますので、
よろしくお願いします。
1 年次 東仲里早彩（具志川高校出身）

ちゅら風通信編集委員に
新しく 1 年生 4 名が入会
しました！
前列左から(3 年次)吉井俊平、
三宅龍鋭、松崎華
後列左から(1 年次)戸高友布、
東仲里早彩、仲尾愛美、江奈月、
(2 年次)土屋芽衣、嘉数結菜

(2 年次)當山里美、
大城凌子先生

新しくちゅら風通信のメンバーに加わりまし
た。仲尾愛美です。私は、ちゅら風通信を通して、
多くの先輩や先生方と関わり、たくさんの刺激を
もらいたいと思い入りました。ちゅら風通信は受
験の時に、名桜を知る手がかりとしていました。
なので、インターネットでは伝えきれない部分を
ちゅら風通信で多くの人に名桜大学の良さを伝
えることができるように頑張っていきたいと思
います。皆さんに読んでもらえる記事を書くこと
を目標に頑張ります。よろしくお願いします。
1 年次 仲尾愛美（名護高校出身）

パッションフルーツの
実がつきました！
いました。そのバ
昨年の台風で大きな
被害を受けたバナナ
も、新しい葉が太陽
に向かって逞しく成
長しています。
５月２日に、バナナ
に代わって、パッシ
ョンフルーツの初実が付きました！まだ青々としていますが
熟すのが楽しみです。私たちも焦らず、マイペースで大学生
活の中での学びを身に付けたいですね(^^)
(長田さん、いつも見守って下さってありがとうございます!)

ちゅら風通のメンバーに新しく入った 1 年次の
江奈月です。たくさんの人と関わることができる
と聞いてぜひ入りたいと思いました。多くの人と
出会い、そしてその関わりは私自身を成長させて
くれると期待しています。いろいろな考えや価値
観に直に触れていきたいです。また、私は養護教
諭を目指しています。ちゅら風通信の編集は「保
健だより」作成のよい経験にもなると思うのでみ
なさんが読んで楽しんでいただけるようなものを
先輩たちと共に作り上げたいと思います。一生懸
命頑張るのでよろしくお願いします。
1 年次 江 奈月（長崎県出身）

今回の第 15 号は、新年度を迎えた 4 月、
5 月の活動や行事を中心に構成しました。
学生の声や写真から各学年の雰囲気を皆
さんに伝えることが出来るようにと思い
ながら編集しました。２年次を中心とした
新しいメンバーで、皆さんにたくさんの
「ちゅら風」をお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
新代表
副代表

土屋芽衣（２年次）
嘉数結菜、當山里美（２年次）

