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平成 25 年 9 月 7 日～16 日にかけて第 1 回看護学科海外スタディ・ツアーが行われました。研修地はタイ王国(タイ東
北部：ウボンラーチャターニー県)で、学生 16 名、教員 3 名が参加し現地での交流や研修に励みました。
主な研修内容は、
ケマラート郡病院
見学、県病院訪問、
ＨＩＶ陽性者自助
グループの定例会
への参加、
看護教育
機関を訪問、
看護学
生との交流、
タイ王
国との文化交流、
ホ
ームスティ等です。
ツアーへ参加した
学生は、
国際看護活
動の実際を学ぶ貴
重な体験だったと
語っていました。

今回のスタディ・ツアーでは、沢山の先生方のサポート
のおかげで、私たち 16 人は 10 日間、一生忘れられない
充実した毎日を過ごすことができました。4 年生は全ての
実習を終えているため、実習で得た知識や経験を活かし
て、日本の医療と比較しながら現地の医療や生活の現状に
刺激を受けました。私は、将来国際協力関係の仕事に携わ
りたいと思っていたので、このスタディ・ツアーを通して
改めて国際協力の必要性を実感し、自分の目標を再確認す
ることができました。支えて下さった多くの方々へ感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
4 年次

宮國

優（普天間高校出身）

Study Tour in Thailand！
タイの保健福祉の現状として地域・県の保健施設、郡・
県・私立単位の病院や、看護学校の見学、各訪問先での交
流会へ参加しました。先々で、日本との違いやタイ日両方
の課題などを考える貴重な機会となりました。異文化交流
のためのホームステイでは、地方の小さな村で家族の一員
として 3 日間を過ごしました。言葉の壁を痛感しながら
も、歓送迎の儀式で村の人々から盛大な歓迎を受け、涙が
こぼれるほどの優しさ、温かさを学生全員が感じていまし
た。上手く整理できない程、多くのことを感じ、学んだ約
10 日間でした。その体験をこれからの糧にして、さらに
学んでいきたいです。
3 年次 浜尾千春 (東京都出身)

今回のスタディ・ツアーで、タイの保健医療や文化に
ついて学びました。タイでは医療格差が大きくそれぞれ
のレベルでの医療の現状と課題を肌で感じることができ
ました。また、ホームステイでは異文化体験もすること
ができ「人の優しさ・温かさ」の本当の意味を知った気
がします。今回感じた人の温かさを忘れずに看護を行っ
ていきたいです。最後にこのような場を設けてくださっ
た多くの関係者の皆様に心から感謝します。私たちにで
きることは、これからもっと学びを深めてみんなと共有
することだと考えます。そして将来の日本や世界の医療
のために役立てていきたいと思います。
2 年次 山崎里佳 (熊本県出身)
コオロギの
から揚げ・・
実はおいしい
ことを発見！

タイの看護学生と交流！

สวัสดี ค่ะ （こんにちは。）
เรา เป็ น เพื่อน กัน นะ คะ
（私たちは友だちです）
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学科長 鈴木啓子先生

学生の皆さん、先生方、後学期を無事に迎えることができましたことを感謝致しま
す。この夏休みは皆さんにとって有意義な時間となったでしょうか。後学期が始まる
に当たり、初心に戻り、「私は何のためにここで勉強をしているのか」「私は何を目指
してここに来ているのか」を振り返ってみましょう。看護を学ぶことへの迷いや疑問、
不安や戸惑いを感じている皆さんがいるかもしれませんが、何かを志して進むときに、
迷いや疑問、戸惑い、不安があることはとても大切なことだと思います。その中でこ
そ、皆さん自身は試行錯誤ができ、悩み、考え、成長することができるからです。ナ
イチンゲールが『どんな訓練を受けていても、その人が、まず感じることを学び、次
にものごとを自分の力で考え抜くことを学ばなければ、役に立ちません。
』と言ってい
ます。看護を学ぶ経験を通して、自分で感じ、自分で考え抜く力を身につけていくこ
とこそが、社会で生きていく力をつけていくことになると思います。この後学期が皆
さんにとって充実した素晴らしい時間になるように、皆で力を合わせてやっていきま
しょう。よろしくお願いします。

8 月 22・23 日に北海道札幌市で開催された日本災害看護学会第
15 回年次大会と学術集会に参加し研究発表を行いました。日本災害看護学会は、1995
年 1 月 17 日の阪神・淡路大震災を機に看護界全体として災害看護の活動方法と知識の
体系化を確立し、国内外ならびに学際的なネットワークを発展させ、研究・情報の蓄積
を通して災害看護学の構築を目指すために設立されました。今回のテーマは、「災害看
護－その多様性への挑戦－」でした。私は“医療的ケアを要する在宅療養児とその家族
に関わっている看護師が捉える災害発生時の現状と課題”というタイトルで医療的ケア
を要する在宅療養児の災害への準備状況として、退院時や在宅での状況・公的支援の実
際など看護師の立場からとらえた現状を発表しました。大会長講演、海 外 招 聘 特 別
講 演 、日本災害看護学会 15 周年記念シンポジウム、シンポジウム、特別講演、教育講
演、パネルディスカッション、学会企画、ワークショップ、ランチョンセミナー、ナー
シングサイエンスカフェ、一般演題、示説と、多岐にわたって発表や講演が行われまし
松下聖子先生
た。同じ目的を持って日本各地から集まった仲間との交流は充実したものでした。そし
て、北海道の自然と豊かな恵みを堪能した 2 日間でした。来年は、東京での開催が予定されています。関心のある方は、
参加してみてください。

学内散策
今回は本部棟の４階にある理事長室を訪問しました。看護学科の学生に向けて
激励のメッセージや理事長の意外な趣味についてお話を聞くことができました。
理事長はとても気さくな方で、短い時間でしたが楽しい訪問となりました。
理事長：比嘉佑典先生
開学 20 周年記念事業として、学生たちがコミュニケーションや勉強をする場を
提供したいとの思いで、学生会館を建設中であること、そこで看護学科の皆さん
にもキャリアアップのために利用して欲しいとおっしゃっていました。
理事長は名桜大学に来られる前、東京の看護学校で非常勤講師として看護学生
に講義をしていらっしゃったということもあり、ちゅら風通信に、とても関心を
示してくださいました。
また、理事長は絵を描くことと児童文学を書くという趣味があり、子どもに夢
と希望を与えたいとおっしゃっていました。「山羊と戦争」「とうさんの宝島」で
青い海児童文学賞を受賞されています。ぜひ、みなさんも読んで見て下さいね！！
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平成 25 年 6 月 15 日(土)と平成 25 年 8 月 10 日（土）
にオープンキャンパスが開催されました。看護学科には、
503 人の受験生と保護者の方が訪れ、大盛況でした。午前
中はミニ講義が開講され、午後は看護学科の学生たちが主
体となって、衛生的手洗い、高齢者体験、赤ちゃん抱っこ、
バイタル測定などのブースで、訪れた方たちと触れ合いま
した。準備から当日の運営まで、オープンキャンパスは学
生ボランティアに支えられています。
今年 2 回目のオープンキャンパスの実行委員長を
務めました。無事に終了してホッとしています。高校
生の皆さんに名桜大学看護学科の良さを伝えること
を意識して実行委員で企画・運営しました。名桜大学
看護学科では、オープンキャンパス等の課外活動の企
画運営は学生と教員が協働して行うことが伝統とな
っています。今回初めて総リーダーとして参加しまし
たが、私を支えてくれた先輩やクラスメイト協力があ
ったからこそ、目標を達成することができたと実感し
ています。オープンキャンパスへの参加をきっかけ
に、名桜の看護学科を受験する高校生が増えることを
期待しています。オープンキャンパスに参加、協力し
てださった方々に感謝の気持ちでいっぱいです。これ
からも皆の力で、名桜大学を創っていきましょう！！
2 年次 比嘉 司 (北部農林高校出身)

平成 25 年 8 月 24 日（日）、生活習慣病による死亡率の
減少をテーマに、ＦＭやんばるの主催で「ちゃーがんじゅ
ーやんばる！声でつなぐ 25 時間ラジオ」が実施されまし
た。25 時間ラジオの企画に合わせて、名護市公設市場で
は、健康づくりを呼びかける様々なイベントが開催されま
した。このイベントに、看護学科 3 年次 3 名、2 年次 2 名、
教員 1 名が参加し、血圧測定や血管年齢測定などの活動を
行いました。
消防隊と救急法の
技術を再確認！

平成 25 年 6 月 23 日(日)に今帰仁中央公民館にて第四回
平和と音楽の集いが行われました。1 年次 1 名、3 年次 6 名、
4 年次 1 名、教員 1 名が今帰仁村教育委員会の講堂の一角
で、血圧測定や肺年齢測定などを実施しました。参加した
学生は「来場者が、普段はなかなか測定することがないの
で・・と興味を持って来てくださる方が沢山いて、ゆっく
りゆんたくもしながら活動ができたので、とても充実した
時間を過ごすことができた。」と感想を話していました。

血圧測定コーナーを担当したボランティアスタッフ

平成 25 年 7 月 14 日(日)に行われた宮里祭りに初めて参
加しました。一年生は、広告のチラシ配りや、特定健診受
診への呼びかけ、産業部の方々が栽培している野菜の PR、
JOY BEAT（運動プログラム）などに関わり、祭りの雰囲気
や自分の役割を楽しむことができました。舞台プログラム
のカラオケにも参加しました。今回の宮里まつりでは、
祭の準備や片付けにも一緒に参加したので、地域の方々
にも喜んでもらえ、とても嬉しかったです。地域の行事
に参加することは、地域の方と触れ合える貴重な体験だ
と実感しました。次のボランティアの機会には、測定な
どもっと役割が広がると思うので、ボランティアを充実
させ、これからも続けたいと思います。
１年次実行委員 安和昌代

血圧測定などを実施中で～す！

宮里祭りの会場で健診の呼びかけをする学生と健康相談の様子
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教養演習Ⅰに位置付けられているフィールドワークは、

過去から現在、未来へと平和を守り、文化を守る大切さ

北部地域を主に自然や文化、人々の暮らしをテーマに、見

を学ぶことを目的とし、読谷村地域戦跡めぐりと北部地域

て、聴いて、感じて、考えたことをまとめていく活動です。

戦跡めぐりを平成 25 年 6 月 22 日に行いました。

北部地域の方々と触れ合う事で、改めて発見することも多

AB クラスは、チビチリガマとシムクガマへ行き、
「ガマ

くありました。全学でのまとめのポスター発表会では各ゼ

の中は真っ暗。火をつけることで外敵にばれてしまうこと

ミの個性が光る作品が掲示され、好評でした。

や、煙が充満することがあるから、出来るだけ小さな光を
使用して生活していた。」など、当時の貴重な話を聞くこ
とができました。看護学科 1 年次 我那覇朱音さんに感想

右：川と人々の暮らし
をテーマにフィールド
ワーク。ゼミで川原の
清掃を行い、環境保全
をＰＲ！

を聞きました。
「この学習を通して戦争について伝えていくことの大切
さを再確認できた。平和ボケをしていると、戦争は忘れた
ころにやってくる、と感じた。また戦争の悲惨さを知るこ
とができた。自分のおじいやおばあが、話してくれるかど
うかはわからないが、繋げてくれたこの命を大切にして、
左：農業と暮 後世に反戦への思いを繋げていきたい。」
らしをテー
CD クラスは、八重岳の野戦病院跡などを見学しました。
マに、農作業
を体験して、 なごらん学徒隊の方々から「足を怪我した隊員の処置をす
地 産 地 消 を る際、麻酔なしにノコギリのようなもので切り落とす。血
ＰＲ
はもちろん吹き出る。隊員が『母からもらった大切な足を
切り落とさないでほしい。』とお願いしても『体は天皇陛
下に捧げたものだ。』といわれて無理に足を切り落とされ

前学期に、自転車で沖縄縦断？の旅を実現した 1 年次

てしまうこともあった。」などの実体験を聞きました。

柳迫和徳くんと里尭幸くんに、旅の思い出を語ってもらい

1 年次の樋口加奈さんは次のように話していました。

ました。
「自転車で名護市から、那覇市まで、3 日かけて、2 人
で往復しました！まだかなり寒かったです。夜は人生初の

「怖いという気持ちだけで、戦争から目を背けることはダ
メだと感じた。実際の戦場跡に行かなければわからないこ
とがたくさんあることに驚いた。」

野宿もしたし、マックで他のお客さんがいるにも関わらず
2 人で爆睡もしました。途中で、自転車が壊れたり、パト
ロールしているパトカーに公園内で追われたりと大変で
した。無事に家に着いた時は、達成感がありました。
体中痛くて仕方なかったですね。今ではいい思い出です。」

※美しい自然・人々の暮らしや文化・戦争の事実と平和への祈り・・・。いろんな体験が学びにつながっています！

名桜大学 人間健康学部 看護学科ニュースレター No.16 発行 201３年 10 月 １日

公衆衛生看護実習Ⅰでは、保健所、総合健診センター、
事業所の保健活動について、それぞれの理念と目的、役割
と機能、制度とシステム、健康増進、健康課題などについ
て学習することを実習目的としています。平成 25 年 8 月
12 日から 9 月 12 日の間に各実習先で 2 日の実習を行い、
学内ではまとめと実習先での学びの発表を行いました。
企業で働いている保健師がどのような役割を担って
いるのかを学ぶため、那覇市久茂地にある琉球銀行本
店で実習させていただきました。配属されている保健
師さんはわずか 2 名で、営業店も含め全社員の健康状
態を管理しているということに大変驚かされました。
琉球銀行本店内という普段見学出来ない場所で、産業
保健業活動の実際を見学出来たと同時に、社員一人ひ
とりのセルフ・ヘルスケアサポート体制の充実に向け
ての工夫や努力を知ることができました。人と人との
つながりがいかに大事なものなのかを考えさせられる
とても貴重な実習体験でした。
2 年次 中村 允 (那覇西高校出身)

精神保健の授業では、社会に存在するメンタルヘルス
に関する問題について、9 つのグループに分かれ、それぞ
れのテーマに沿って授業で発表を行いました。発表では劇
をしたり、関係者にインタビューをしたり、アンケートを
行ったりとグループごとに様々な工夫がされており記憶
に残る授業となりました。また、発表を聞いている学生か
らの質問や、グループごとの意見交換なども盛んで皆で授
業を盛り上げています。

勉強はもちろんですが、部活や課外活動も積極的に行い
両立させて頑張っています！2 年次の活躍を紹介します。
コンソーシアムとは、沖縄地区連携 3 大学(琉球大学、
沖縄県立看護大学、名桜大学)で、看護学生間の交流と、
知識共有の場づくりを目標に掲げ活動しています。今年度
は、土台作りのために、学生間の交流に重点を置き、10
月には 3 大学合同のビーチパーティーを企画しています。
今後の交流の機会をたくさん作り、学内だけでなく、沖縄
県で看護師を目指す学生の友好が深まり、就職後も支え合
い高め合えるようにネットワークを広げたいと考えてい
ます。難しく考えずに、まずはみんなに楽しんでもらえれ
ば嬉しいです❤コンソーシアムのメンバーも随時募集し
ています☆詳しくは 2 年次長嶋七絵まで！！
2 年次 長嶋七絵 (福島県出身)
メッシュを応援！
やんばるの地で民
間救急ヘリとして飛
んでいる「メッシュ」
を見学し、学生にメ
ッシュ・サポートの
取り組みについて情
報提供をしました。
平成 25 年 8 月 11 日に香川県において第 25 回全日
本学生なぎなた選手権大会が開催され、名桜大学なぎなた
サークルとして大会に参加しました。団体の部でベスト８
の成績を収めることが出来ました。練習時間が十分に取れ
ず満足のいく成績ではありませんが、大会に参加して新た
な目標を見つけることが出来ました。これからも頑張って
続けていきたいと思っています。
２年次 小谷夏季 (知念高校出身)

精神保健の授業は、学生が学生に教え、学びあう授業
です。レジュメ、パワーポイント、配布資料など、担当
の先生にアドバイスをもらいながら、全て自分たちで作
成し、授業を構成していきます。また、実際の事例を基
にしたロールプレイを取り入れています。レジュメや資
料だけでなく、ロールプレイを見ることによって、状況
がイメージしやすいため、問題点や改善点について考え
ることができます。授業の準備をするのは本当に大変で
したが、達成感や充実感がたくさん得られる授業でし
た。この授業は、目に見えない「心の問題」を考える、
県内で行われた発表会での演武
いいきっかけを私に与えてくれました。
2 年次 佐藤鮎帆 (岐阜県出身) ロールプレイ
で熱演？↓

左側

小谷さん

※精神保健に興味のある人は、毎月１回、精神看護研究会が開かれてい
るので是非参加してください！↑写真は、発表会に参加している学生
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ナーシングキャリアカフェで、先輩（卒業生）と交流！
ナーシングキャリアカフェとは、福岡ブロックと沖縄ブロックの
中心地に、学生と卒業生やプロフェッショナルが交流することで、
文化や人々の価値を尊重できるような看護師をめざし、共同教育を
展開していこうとするものです。平成25年9月14日（土）に、
ムーンテラス東崎2階(沖縄サテライト)会場で、卒業生を交えて、
リアリティショックについて,講演会や交流会が行われました。
←1~3 期生の卒業生囲んで参加者集合

養護実習（平成 25 年 5 月 27 日～6 月 21 日）
実習校：那覇市立城南小学校
４週間の実習を通して、直接子ども達と接することで養護教諭とし
ての楽しさ、厳しさ、難しさを体験し、実際の学校現場でしか経験す
ることのできない貴重な学びを得ることができました。また、養護教
諭の魅力を肌で感じ、将来の職業選択の１つとすることがでました。
今回の学びを糧に今後も努力していきたいと思います。
4 年次 比嘉 愛 (首里高校出身)
養護教育実習中の様子

卒業研究
私たち 4 年生は、日々卒業研究に取り組んでいます。現在、
データの分析に苦戦中ですが、お互い情報交換をしながら励ま
し合っています。卒論のテーマは、「自死遺族の支援」、「看護
学生のボランティア体験とハーディネスの関連性」
、
「乳児を持
つ両親の喫煙行動の実態」など様々です。11 月 9 日に発表会が
あります。1～3 年生の皆さんぜひ来てください！
赤嶺真歌人・喜納恵実・下地貴恵・宮城衣里・比嘉あずさ
（以上名護高校）
、山城夏美（北山高校）
・赤嶺克章（那覇高校）

就職活動

ゼミ担当の仲本先生が親身になって、就職
相談にのってくれるので心強いです。
4 年次 亀里 望（浦添高校出身）

教員採用試験 1 次
合格しました！
平成 26 年度沖縄県教員採用試験の
一次試験を通過することができました。
看護と教職の両立は厳しく、何度も諦めようと思いましたが、そ
ういうときにはそれぞれの夢に向かって一緒に頑張ってくれる仲
間や応援してくれる人の存在に励まされています。教職実習は楽
しいですし、子どもたちは本法に可愛いです。同じ夢を持ってい
る学生や自分の道を示してくれる先生方に出会うこともできま
す。素敵な養護教諭を目指して一緒に頑張りましょう！！
4 年次 濱崎今日子 (球陽高校出身)
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夏の長期休暇を看護学生の皆さんはどのように過ごし
ているのでしょうか？夏季休暇の楽しい過ごし方を聞い
てみました！！
ヤンバルの大自然！！
ター滝に打たれて・・

夏休みの思い出に、クラスメイトと一緒にター
滝に行きました！県内では有名なター滝ですが私
は初めて・・。想像した以上に大きな滝で驚きま
した。あらためてやんばるの自然に感激！
居合わせた保育園の子どもたちのはしゃぐ姿に
誘われて、一緒に水遊びをしたり、滝に打たれた
り・・滝（自然）を満喫した 1 日でした。海水浴
とは違う夏の楽しみ方を発見することができて本
当に充実した 1 日でした。後期も頑張ります☆
2 年次 新垣穂佳 (コザ高校出身)

沖縄に来て初めて、地元ならではのお祭り（沖縄全島
エイサー祭）へ行きました。最終日だったので、うち
なーんちゅの友達に教わってみんなでカチャーシー
を踊りました。レーザーショーで琉神マブヤーの曲が
流れると、全身の血が騒ぎました！来年も是非参加し
たいと思います！！1 年次 山下百華 (北海道出身)

私は吹奏楽部に入部してい
ます。吹奏楽部では、「できる
人が できる時に できることを」をモットーに勉強、ア
ルバイト等の両立をしながら、楽しく活動しています。前
期はコンクールへの出場、国頭中学校での演奏会など、様々
な活動を行いました。夏休み中は琉球大学、沖縄大学、沖
縄国際大学、沖縄高専の４校で集まり次のイベントである
５大演奏会に向けて日々練習に励んでいます。
2 年次 中村愛華 (長崎県出身)

夏季休暇中は、たくさんの卒業生が
先生方の研究室を訪ねてきます。
名桜大学看護学科は、先輩-後輩の仲が
良く、卒業後は、教員と卒業生もとても
フレンドリーな関係で繋がっていること
が良さだと話していました。
写真右は県内で働いている 1 期生の
卒業生 5 名と、県外で頑張っている 2
期生の林さん(左)です。林さんは、「ON
と OFF の切り替えが大事！先輩たちに可愛がられ楽しく
働いていることや、いずれは、沖縄の地に恩返しがしたい、
それまで自分を磨く」と熱く語ってくれました！

1 年生のみなさんへ：大学生活には慣れ
ましたか？後期は看護についてさらに深
く学ぶことができると同時に、前期より
も時間に追われることが多くなります。
そのため、後期を乗り越えるには、空き
時間を有効に活用して、できるときに何
でもこなしていくことが大切です。
また、ゼミやゼミ以外のグループ活動もあるため、集団
に積極的に関わり、学びの共有や互いに助け合うことが
できれば、1 人では大変なこともみんなで乗り越えていけ
ます。私達 2 年生は、去年の経験と情報があるので是非
頼ってください！後期の大学生活も共に頑張りましょう
2 年次 東恩納加奈 (具志川高校出身)

いよいよ後期が始まります!!後期は一段と忙しい？
でも大丈夫です!!先輩から後期を乗り切るためのアドバ
イスをいただいたので是非参考にしてみてください!!
2 年生の皆さんへ：こんにちは。2 年の後期になり大
学の半分が経過しましたね。これからより専門的な分野
を学ぶことも増え、自分の看護観も少しづつ変化してい
く時期だと思います。今！この時期を大切に過ごして欲
しいです。3 年生も領域実習お互い頑張りましょう！
3 年次 伊波ちひろ (コザ高校出身)
3 年生の皆さんへ：領域実習開始ですね！実習を乗り
切るコツは、ON と OFF の切り替えです。勉強は集中
力が大事。しっかり遊んで勉強に集中する。実習は始ま
ったら、あっという間に終わります。体調管理を第 1
に、皆で声かけあって実習を乗り越えて下さいね。
4 年次 安里悠・金城春香・棚原さおり・佐藤恵利歌
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名桜大学人間健康学部看護学科の学生へ
徳田 菊恵
私が名桜大学に赴任したの
は、平成 19 年の看護学科開設
の年です。普通の看護師が看護
教育に興味を持って飛び込ん
だ、私にとっては人生の分岐点
でした。不安ばかりでしたが、
気がつけば看護師の経験より教
員経験の方が上回っています。
学生と共に考え、共に学び、共
に成長していくことをモットー
に皆さんと精一杯関わっていき
ました。私は今年 3 月の結婚を機に 9 月で名桜大学を離れます。
これも人生の分岐点だと思います。もっと名桜大学で働きたい
という気持ちと新たな環境で生活することへの不安があります
しかし、振り返ってみると、看護職の資格や経験、名桜大学で
学生と共に成長していったという自信がありました。この先も
様々な分岐点があると思いますが、自分自身が今一生懸命に取
り組んでいること、失敗や成功、その一つ一つが経験になり、
自信になり、新たな事に挑戦する原動力になると思います。
そして、その時、周りには沢山の仲間がいるはずです。皆さん
も今後、卒業、就職、結婚など様々な分岐点があると思います
が、その時、自分自身を振り返ってみてください。きっと、前
に進む原動力を見つけることができると思います。
6 年半、ありがとうございました。

今年の夏は海、川、ダムとやんばる
の自然に触れ合うことができてとて
も充実した夏になりました。後期も
忙しくなると思いますが、切り替え
をしっかり行い大学生活を充実させ
たいです。また、今回のちゅら風通信
作成に佐々木蒔萌さんが助っ人で
手伝ってくれました。本当にありが
とうございました。これからも新しい
取り組みにどんどん挑戦していきたい
と思います！
代表 土屋芽衣

昨年の台風で全滅
し たか に見 えた バナ
ナ が復 活！ 今年 は台
風 が少 なく 昨年 のよ
う な大 きな 被害 を受
けることなく、すくす
くと成長しています。
実 がつ くこ とを 楽し
み に期 待を 膨ら ませ
ています！また、同じ
畑 でた くさ んの ゴー
ヤ ーも 実り とて も賑
やかでした。
私たちも困難にめげずに、仲間と助け合って、たく
さんの“実”を実らせていきましょう！。
(長田さん、いつも見守ってくださって、ありがとう
ございます)

夏季休暇中に、看
護学科棟の椅子が
クリーニングされ
て綺麗になりまし
た！皆が気持ちよ
く使えるよう大事
に使いましょう！

(２年次)

夏休み、後期へ向けて、リフレッシュを兼ね、東京を
旅行しました。看護学科 2 年生のメンバー3 人で、慣れ
ない土地に戸惑いながらも充実した旅行でした。東京オ
リンピックが決定し、街はオリンピックムードが漂って
いました。長いようで短い？7 年後の自分の姿に想像が
つきませんが、この旅行でしっかりリフレッシュして、
後期も全力で頑張りたいと思います。この旅行で色々な
刺激を受け、自分の中に取り入
れていけたらいいなと思いました
後期のちゅら風通信も、フレッ
シュなニュースをお届けできる
ように頑張ります！
副代表 當山里美 (2 年次)右

夏休みも終わり、いよいよ後期がスタートします。
夏休み期間に後期の授業登録を行いましたが、時間割は
1 年生ころとは違い、より一層看護の専門分野を学んで
いくと感じました。今まで学んだ看護に関する知識を更
に深めていく後期になりそうです。夏休みの気持ちを切
り替え、生活リズムを取り戻し、体調管理に気を付けて
後記もまた頑張っていきましょう。
副代表 嘉数結菜 (2 年次)

今回の１６号は６月、７月の課外活動や行事、
さらに大学生の夏休みを中心に取り上げました。
そして！2020 年オリンピック、パラリンピックの
開催地が東京に決定しましたね！！このちゅら風
通信が 7 年後も多くの皆さんに読んでいただける
ようなニュースレターとなるよう、しっかり礎を
刻んでいきたいと思っています！今回の編集に協
力してくしてくださった皆さん、本当にありがと
うございました。次回号もよろしくお願いします。
編集委員一同

