
共生と創造 ～ あじさい看護福祉専門学校の教育理念 ～ 
あじさいは、性質の異なったひとつひとつの花が集まって一輪の花となる。 

人もまた人として生まれ、人間となるために、社会、文化の影響を受けて自らも構成員として環境を創造していく。 これは 

あたかもあじさいが、陽光や水を受けて、土壌（環境）の変容を受け止め、その色や形が自在に変化していく様にも似ている。 

花は水の青になじみ、誰にも好かれ、和をもって一輪の花となる。看護・介護もまた、人と人との出会いではじまり、共に生き、 

創造していくものである。 

学生はあじさいの如く、人との交流を通して変容し、自己の内にエネルギーを育んでいく。 

そして、将来個人との相互交流を豊かにし、個人に応じた看護・介護が創造できるエネルギーを持ち続けることが重要である。 

ここに共生と創造を謳う。 

なお、あじさいは美濃加茂市の花である。 
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第１巻 第１号 

あじさいってどんな学校？  ～学校説明会を開催しました 

 あじさい看護福祉専門学校 

 ７月１０日（土）、８月９日（月）、１０日（火）

に学校説明会を開催しました。 

 誰もが進路について考えるこの時期、どの

学校でも盛んに学校説明会やオープンキャ

ンパスが開催されていますが、本校の学校

説明会の特長はズバリ！在校生が主体的

に運営し、後輩となる（かもしれない）参加

者の皆さんに本校のありのままの姿をお伝

えしているところです。 

 当日は学生制作のＤＶＤによる学校生活

紹介のプレゼンテーションの後、希望する学

科に分かれて施設見学、模擬授業や体験

実習にご参加いただきました。 

 看護学科では血圧測定や心肺蘇生、新

生児の沐浴が大好評でした。 

 介護福祉学科では、特殊機器を使った移

動や入浴介助等を体験していただきました。 

 最後は在校生とお菓子やジュースでくつろ

ぎながらの談話会です。入試や学費、学校

生活等について様々な質問があり、予定を

大幅に超えて話が続いていました。 

 アンケートでも「在校生や先生達が優しく、

とても良い雰囲気の学校だった」「ぜひ入学

したい」と嬉しいコメントをいただきました。 

 ご参加くださった皆さんに心より御礼申し

上げます。 

歩
あ ゆ み

 

特殊浴槽のストレッチャー操作（介護福祉学科） 

力をあわせて心肺蘇生に挑戦（看護学科） 
血圧測定（看護学科） 
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１年生 初めての実習  看護学科１年生が初めての病院実習

「看護現場への招待Ⅰ」を行いました。実習

前の「看護論ゼミナール」で様々な看護理

論を学んでおり、その中で各自が関心をもっ

た理論ごとにグループを作って戦略を立て、

その戦略に基づいて患者様と関わったり、

看護の実際を見学したりしました。 

 【学生のポートフォリオから】 

 ・患者様のベッドのシーツ交換をさせてい

ただいた。シーツにしわがないように、頑

張ってピンピンにした。シーツを交換し終

わって、患者様にベッドへ戻っていただい

た時、すごく笑顔で「ありがとう。」と何度も

言ってくださり、とても嬉しくなったし、もっ

といろんなことをやってみたいと思った。 

                  （古田彩稀奈） 

看護学科  ６月２９日（火）・７月１日（木） 

歩
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福祉施設での見学実習 

介護福祉学科  ７月６日（火）・７月７日（水） 

 介護福祉学科１年生は、福祉施設で見学

実習を行いました。 

  最初は緊張していた学生達も、高齢者

の方々とコミュニケーションを図るうちに少し

ずつ緊張がほぐれ、これまでに学んだ内容と

実際の介護とを結び付けて考えられるように

なりました。実習後はますます意欲的に講

義に臨んでいます。 

 【学生のレポートから】 

 ・笑顔で話しかけると利用者さんも笑顔で

返してくれる。           （東麻希） 

 ・利用者さんが発した言葉には、言葉通り

でない心の想いが隠れていることがある。                

                    （石水尚美） 

 ・好かれるのではなく信頼されることが大

切。                （三輪智絵） 

 ・利用者さんの“その人らしさ”を大切にし

たい。               （渡邉幸代） 

学科の出来事学科の出来事学科の出来事   



 ７月２２日（木）、２３日（金）の二日間にわた

り、長良川国際会議場をメイン会場として、第

60回日本病院学会が開催されました。 

 「医療人の協働と明日を拓く力」をテーマと

し、全国から多くの医療専門職者が集うこの

学会、学会長は本校の学校長にして社会医

療法人厚生会 木沢記念病院の理事長・病

院長でもある山田實紘が務めました。 

 本校の看護学科１・２年生も見聞を広める

べく、この学会に参加し、大いに刺激を受けて

きました。 

ギョーカイなう 第60回日本病院学会レポート 

数学（算数カモ・・・） 

問．5％濃度の消毒液を水で希釈し

て、0.2％消毒液を500ｍｌ作りた

い。5％消毒液と水はそれぞれ何

ｍｌ必要か。 

国語 

問．下線の語句を、漢字はひらがな

に、ひらがなは漢字に直しなさい。 

  ①献身的に介護する。 

  ②痛みがやわらぐ。 

  ③こうふん冷めやらぬ競技場。 

 

★ 頭の体操 ★ 
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 教員によるリレーコラム 

 こ こ ろ ＠ あ じ さ い  第１回 看護学科長 糸賀暢子 

   最近、嬉しいお手紙が２通届きました。最近、嬉しいお手紙が２通届きました。最近、嬉しいお手紙が２通届きました。   

   いずれも、看護学科３年生が木沢記念病院の実習でお世話にいずれも、看護学科３年生が木沢記念病院の実習でお世話にいずれも、看護学科３年生が木沢記念病院の実習でお世話に

なった患者様からでした。なった患者様からでした。なった患者様からでした。   

   一通は「朝のあなたの笑顔。元気づけられました。日中の看一通は「朝のあなたの笑顔。元気づけられました。日中の看一通は「朝のあなたの笑顔。元気づけられました。日中の看

護、細かいところへの気配り・・・私にとって貴女は天使のよ護、細かいところへの気配り・・・私にとって貴女は天使のよ護、細かいところへの気配り・・・私にとって貴女は天使のよ

うな存在でした。この老人にとって、貴女は一生忘れ得ぬ人とうな存在でした。この老人にとって、貴女は一生忘れ得ぬ人とうな存在でした。この老人にとって、貴女は一生忘れ得ぬ人と

なりました。」というお手紙。なりました。」というお手紙。なりました。」というお手紙。   

   もう一通は「入院から手術当日まで、暖かい看護ありがとうもう一通は「入院から手術当日まで、暖かい看護ありがとうもう一通は「入院から手術当日まで、暖かい看護ありがとう

ございました。ございました。ございました。   ………   暖かい看護により順調に回復し、暖かい看護により順調に回復し、暖かい看護により順調に回復し、666日で日で日で

退院することができました。退院することができました。退院することができました。   ………   ○○さんからのメモ書き、○○さんからのメモ書き、○○さんからのメモ書き、

しっかりと日記帳に添付しておきます。一生涯忘れることはあしっかりと日記帳に添付しておきます。一生涯忘れることはあしっかりと日記帳に添付しておきます。一生涯忘れることはあ

りません。」というお手紙。りません。」というお手紙。りません。」というお手紙。   

   このお手紙には、５句の俳句が添えられていました。このお手紙には、５句の俳句が添えられていました。このお手紙には、５句の俳句が添えられていました。   

            幸運ぶ幸運ぶ幸運ぶ      福の神様福の神様福の神様      礼乃さん礼乃さん礼乃さん   

   看護を通して看護の喜びを知る。患者様からのお手紙が一番看護を通して看護の喜びを知る。患者様からのお手紙が一番看護を通して看護の喜びを知る。患者様からのお手紙が一番

の喜びです。の喜びです。の喜びです。   

            情あれば情あれば情あれば   物にふれて必ずおもふ事あり物にふれて必ずおもふ事あり物にふれて必ずおもふ事あり   

                                                      （本居宣長）（本居宣長）（本居宣長）   

   これからも、相手の心に届く看護・介護をお届けします。これからも、相手の心に届く看護・介護をお届けします。これからも、相手の心に届く看護・介護をお届けします。   

                              看護学科長看護学科長看護学科長         糸賀糸賀糸賀   暢子暢子暢子   

入試対策になるかも

しれません！？答え

は最後のページ、一

番下にあります。 

 【参加した学生の感想】 

 本日は我らがあじさいの学校長、山田實紘

先生が会長を務める日本病院学会に参加さ

せていただいた。 

 新しい糖尿病治療をテーマにしたランチョン

セミナーにも参加した。 

 糖尿病の新薬“ジャヌビア○Ｒ ”にはスゴイ可

能性があると感じた。すばらしい薬である！２

型糖尿病に苦しむ多くの患者様が喜ぶと思

います！期待大！！ 

（看護学科１年生 柘植清重） 

速報！ 介護福祉士養成施設における国家試験の実施の延期 

 平成２３年度入学生からの国家試験実施が予定されていましたが、このたび「今後

の介護人材養成の在り方に関する検討会」の中間まとめ案が公表され、養成施設卒

業者に対する国家試験の実施が３年程度延期される方向性が濃厚になりました。 

 平成２３年度に本校に入学する方は、卒業と同時に介護福祉士になれます！ 

当日の会場の様子 



 

看護学科１年 岩田菜摘 

出身高校／岐阜県立関高等学校 

 入学して初めてポートフォリオを知りましたが、自分の成長を

目で見ることのできるものだと感じました。グループワークが多く

あり、初めは意見が上手くまとまりませんでしたが、何度か繰り

返し行ううちに、看護師にとって大切な“エビデンスに基づいて

論理的に話し合う力”が身に付いてきました。まだ戸惑う時もあ

りますが、先輩方が親身になって支えてくれます。頼もしい先輩

につい甘えてしまいますが、最近では自分達で解決できるよう

にもなってきました。臨床経験豊富な先生方の授業はとても興

味深く、先日の実習では実習施設の方々が丁寧に指導してく

ださいました。 

 この恵まれた環境で、自分のビジョンで

ある“一分一秒に責任を持てる看護師”

に少しでも近づき、“豊富な知識と患者

様を支えることのできる精神力をつける”

というゴールを達成できるよう、日々の学

びを大切にしていきたいです。 

 

〒５０５‐００２２ 岐阜県美濃加茂市川合町４‐６‐８ 

ＴＥＬ： （０５７４）２８‐２１３１  ＦＡＸ： （０５７４）２８‐２１３０  

学校法人あじさい学園 あじさい看護福祉専門学校 

介護福祉学科１年 中村梨緒 

出身高校／岐阜県立東濃高等学校 

 授業や演習のグループワークでは、同じグループの仲間と意

見を出し合ったり、技術等で分からない

ことは先生に質問すると、コツや実際の

経験をふまえたアドバイスをくださり、分

かりやすく教えてくださいます。 

 クラスはもちろん先生とも仲が良く、毎

日を楽しく過ごしています。 

介護福祉学科１年 長本猛 

出身高校／岐阜県立飛騨高山高等学校 

 学校の授業は難しいけれど、先生に教

えてもらったり友達と協力することで自分

のペースで理解することができ、演習や

実習を通してさらに深く理解し、いろいろ

な事を考えることができるようになりまし

た。 

あじさい看護福祉専門学校ホームページ 

  http://www.ajisai.ac.jp 

携帯サイトは 

こちらから 

 看 護 学 科  【推薦入試・第１回社会人入試】 

 願書受付：１０月 １日（金）～１０月２５日（月） 

 試 験 日：１０月３０日（土） 

 合格発表：１１月 ８日（月） 

 選考方法：推 薦…書類審査、学科試験（国語総合・ 

          英語Ⅰ・数学Ⅰ）、適性検査 

          ならびに面接試験 

      社会人…書類審査、小論文、適性検査 

          ならびに面接試験 

 介護福祉学科  【推薦入試】 

 願書受付：１０月 １日（金）～１０月２５日（月） 

 試 験 日：１０月３１日（日） 

 合格発表：１１月１１日（木） 

 選考方法：書類審査、小論文、適性検査ならびに 

      面接試験 

 ＊出願資格その他詳細は、必ず学生募集要項でご確認 

   ください。資料請求は下記までお気軽にどうぞ！ 

答え 数学：消毒液20ml、水480ml 国語：①けんしん ②和 ③興奮 


