
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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 ７月２２日（日）、８月５日（日）、８月１２日（日）にオープンキャンパスを開催しました。在校生

が主体となり、参加される方に本校のありのままを体感し、伝わるよう企画・運営。 

 希望する学科に分かれ学校紹介のプレゼンテーション後、看護学科では、新生児の沐浴、

手洗い、心肺蘇生法、血圧測定、ポートフォリオ展示、介護福祉学科では、体位変換・車椅

子移乗、点字、トーキングエイド、手話を体験していただきました。体験後の在校生との談話会

になると、さらに活気と笑顔があふれ、来てよかった！入学したい！！という嬉しい言葉を多

数いただきました。ご参加くださった皆様に心より御礼申し上げます。 

私たちと一緒に 

 看護・介護の道を歩き始めませんか 

 

トーキングエイド

とは・・・ 

会話や筆談

が困難な方

の為の携帯

型ｺﾐｭﾆｹｰ

ｼｮﾝ機器。 



介護福祉学科の行事の中から、昭和の暮らし体験をご紹介します。 

 

 看護学科2年生40名は、美濃加茂市や可児市の小学校を訪問し健康教育

を実施しました。 

 看護学科 ～Nursing～ 小学校健康教育 

ＴＯＰＩＣＳ 

 介護福祉学科 ～Welfare～ 卒業生と語る会＆昭和の暮らし体験 
 介護福祉学科では、例年「卒業生と語る会」を開催しています。

超高齢社会に入った今、確かな技術と優しさを持つ「人」が求めら

れている介護の現場で活躍

する卒業生の「生」の声を聞

くことで、6ヶ月後に迫った卒

業に向け、学生それぞれが

目指す「介護福祉士」につい

てより深く考え、進路選択の

一助となる貴重な時間となり

ました。 

 介護総合演習の一環で、高齢者の暮らしてきた時代の生活を学

び知るために、美濃加茂市の文化の森をお借りし、職員の方から説

明や手ほどきを受け様々な『昭和初期』を体験しました。 

【学生の感想】 

 家の中が暗く、夜になると明りや暖をとるため一ヶ所で過ごしたと

思う。家族のコミュニケーションがとれていたと感じた。 

 親の大変さを見ていたので、子どもも働いたり、自然と手伝いをす

るようになっていくのだと思った。 

薪を割り、 もっと割り、 

石臼で、きなこ完成！ 

ナベヤキを作り、 ご飯を炊き、 

アイロンがけ 

 ヘルスプロモーションの一環として小学校で健康教育を行いました。今まで

教わる立場の自分達が教える立場になってみて、健康に生活してもらうため

に何をどのように伝えればいいのか難しさを実感しましたが、児童が理解でき

たことや真剣に課題に取り組む姿をみて私達まで嬉しくて頑張ってよかった

なと感じました。児童自身が健康について考え、よりよく生活するきっかけに

なってほしいです。 

 健康教育を通して、行動変容に繋げていくには、相手のことを理解している

ことや興味関心を持ってもらうことが大切だと分かり、そのためには、相手の

反応をみることや気持ちを引きつけることが重要であることが分かりました。 

健康教育の学びを今後の看護に活かしていきたいです。   【小倉英実】 

 朝ごはん 
何を食べよう 

えみちゃんマン 



 

 

★ 頭の体操 ★  昨秋から、鳩吹山、五色ヶ原(ｶﾓｼｶｺｰｽ)、位山、納古山、五色ヶ原(ｼﾗﾋﾞｿｺｰｽ)、御嶽山と
登りましたが、私が想う山ガールとは自ら行動計画を立て登山する人です。私の場合、作ってい
ただいた綿密な計画のもと登るだけの、随行山ガール･･･といった感じです。 

 ６回のうち５回は、糸賀学科長を部長とするあじさい山ガール部の教職員の皆さんと、御嶽山は
７年連続の母と初めての姪（小5）と私、と毎回賑やかで楽しい随行山ガールを満喫しています。 

 御嶽山へは7月28、29日と行ってきましたが、何と！糸賀学科長も日帰りで登っておられ、今年
一番の大入りという大混雑の中、お会いすることが出来ました＼(^o^)／両日共かなりの暑さで疲
労困憊なのに、相手を思い譲る、そんな温かく優しい人々であふれた御嶽山は、なんだか懐かし
い雰囲気に包まれていました。一歩一歩と歩を進めていると、ふと、ありがたいなぁという感情で
満たされました。今ここにこうしていられること、日常の「あたりまえ」のすべてに感謝した瞬間でした。
あたりまえのことに、なくす前に気付くことができた幸せな登山でした。    庶務係 山中千波   
 
 
 
 
 

 ７月１９日（木）、美濃加茂市伊深町の正眼短期大学
と本校は、教育連携協定を締結しました。 
 今冬には、短大の山川宗玄学長が本校にて、山田實
紘学校長が短大にて記念講演を行います。また今後、
短大生が健康教育を学びホームヘルパー資格取得を
目指し、本校の学生が禅文化を学びます。 
 教育分野は異なりますが、人間性育成という教育理念
は共通しており、学生にとっても異分野に触れることで視
野が広がりより豊かな心と知識を得られる事をうれしく思
い期待しています。 
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 ギョーカイなう！   

 教職員によるリレーコラム 第８回 こ こ ろ ＠ あ じ さ い  

 

詳細はケニア活動ブログへ↓ 

http://yumio399.blogspot.com/ 

生でも・・・ 

美味！？ 

モッタイナイ精神を広めるべく開催した絵コンペ。  
１位から５位までを校舎の壁に描き、 
「楽しみながら健康教育。絵を通して 
学ぶ事は予想以上に効果が大きい！」 
と感じた加藤さんです。 

☆2012年6月20日 無事帰国☆ 

２年間の活動お疲れさまでした！ 

報告会を楽しみにしています！！ 

 協定締結を記念して、山川学長が直筆の書を、

山田学校長がアジサイの鉢植えを贈り合いました。 

 禅語 「そったくどうじ」 

 絶妙の機会で信頼を築くことを意味する 

山川学長(左)と山田学校長 

朝

焼

け 

御

来
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【問１】 

   五臓六腑を答えなさい。 

【問２】 

   ■に漢字を入れ、四字熟語を 

   完成させなさい。 

      ① ■心■心  

      ② ■顔■笑 

      ③ 雲■霧■ 

      ④ 百花■■ 
   

 答えは最後のページ一番下にあります 

キルビル！ 

http://1.bp.blogspot.com/-pr41T_nJq9w/T_hPwEZVwuI/AAAAAAAABAI/nrPwPdIcuuM/s1600/DSC07928.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NP6ysl45cr8/T_hPfowzM4I/AAAAAAAABAA/B0j71923qCA/s1600/P6088419.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-XRhApJmpdf0/T_hEdh5r0WI/AAAAAAAAA-0/Ejkqq4kGEZw/s1600/P5298156.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-aoPC9E4rC3Q/T_iAC8KrUnI/AAAAAAAABEA/VnGX228TvVY/s1600/P5308235.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-nclAHmklvTo/T_hScFvnUKI/AAAAAAAABAo/k5-_McpOscI/s1600/DSC07897.jpg
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学校法人あじさい学園 あじさい看護福祉専門学校 

e-mail: info@ajisai.ac.jp 

携帯サイトは 

こちらから 

 答え 【問１】 心・脾・肺・肝・腎、大腸・小腸・胃・胆・膀胱・三焦  【問２】 ①以・伝 ②破・一 ③散・消 ④繚・乱 

 初めての実習は、沢山の事を学びとても

充実した2日間になりました。 

 最初、邪魔と思われているのではない

か･･･と不安に感じていた私でしたが、看護

師の方々はどんな質問をしても分かりやすく丁寧に説明してく

ださり見本となる姿を沢山見せてくださいました。 

 ひげそりを行っているところを見学していた時、数日間意識

がなかった患者様が開眼をした瞬間を見ました。この瞬間を見

て、看護師の方々はとても笑顔で「このような喜びがあるから

日々頑張れる」と教えてくださいました。この体験を含め様々

な場面に立ち合い、より看護師になりたいという意欲が高まり

ました。今回の実習で得たものをさらに深め、新たな学びに繋

げていけるという事に気づき、11月に行う実習では、学んだ事

を活かし、深め、より多くの事を得たいと思います。 

ご指導してくださる、遠山奈津子先生（中央） 

 学生生活がスタートすると、
様々な初めての体験に遭遇する。
私にとってその一つが以前から興
味のあったヨガへの挑戦だった。 
 ヨガは入学と同時に先輩から誘われ、恐る恐る参加し
たのがきっかけだったが、見事にはまり、休むことなく
一年があっという間に過ぎた。愛好者が集まって自主的
に始めた小さなサークルだが、2年目の今年はなんと中
心メンバーとしての役割を担うことになった。先生やメ
ンバー達と、週に一時間だがゆったりとした時間を共有
することが精神的にも身体的にも今の私の最
高のリラクゼーションとなっている。 

  

看護学科 介護福祉学科 
入試区分 願書受付期間 試験日 

推    薦 １０月 １日 ～ １０月２２日 １０月２７日（土） 

一  般① １２月 ３日 ～  １月 ４日  １月 ９日（水） 

一  般② １月１５日 ～  ２月１２日  ２月１６日（土） 

一  般③ ２月１８日 ～   ３月 ４日  ３月 ９日（土） 

社会人① １０月 １日 ～ １０月２２日 １０月２８日（日） 

社会人② １月１５日 ～  ２月１２日  ２月１７日（日） 

社会人③ ２月１８日 ～   ３月 ４日  ３月 ９日（土） 

入学試験のご案内 

 在校生からのメッセージ 

 学校見学随時受付中（要予約） 

http://www.ajisai.ac.jp 

入試区分 願書受付期間 試験日 

推    薦 １０月 １日 ～ １０月２２日 １０月２８日（日） 

一  般① １０月２９日 ～ １１月１６日 １１月２５日（日） 

一  般② １１月１９日 ～ １２月 ７日 １２月１５日（土） 

一  般③ １２月１０日 ～   １月１８日  １月２７日（日） 

一  般④   １月２１日 ～  ２月１５日  ２月２４日（日） 

一  般⑤   ２月１８日 ～  ３月 ８日  ３月１６日（土） 

看護学科１年  田中 楓子 

恵那高校 卒 

介護福祉学科2年  可児 あけみ 

中津高校／名古屋女子大学短大 卒 

ウォーリアー２ 

のポーズ 

ダンサー 

のポーズ 

鷲-ﾜｼ- 

のポーズ 

 ものにはすべて時があります。 

 訓練を受けるに時があり、訓練を活かすに時がある 

 のです。   【ナイチンゲール著作集 第３巻 P.346】 


