
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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 入学して２週間、新入生のガイダンス
も一段落した４月２０日、プラザちゅう
たいで新入生歓迎会が開催されました。 

 今年のスローガンは「心を一つに」。 

 新入生を歓迎すると共に学科・学年の
枠を超えて交流を深めることを目的とし
て、何よりも交流を重視していろいろな
ゲームや運動を楽しみました。 

  －プログラム－ 

 ◆ 開会式・あいさつ 

 ◆ ラジオ体操 

 ◆ ○×クイズ 

 ◆ 借り人競争 

 ◆ ジェスチャーゲーム 

    （昼食） 

 ◆ 障害物競走 

 ◆ じゃんけん列車 

 ◆ 綱引き 

 ◆ 閉会式 

入学式  Ｈ24.4.10 

新入生歓迎会 Ｈ24.4.20 

 桜がちょうど満開となった４月１０日、
平成２４年度入学式を挙行しました。 

 入学生は皆これから始まる学校生活への
期待に目を輝かせつつ、少し緊張した面持
ちで決意を新たにしていました。 

 山田實紘学校長の式辞と在校生代表の
介護福祉学科第９期生 丸山はるみさんの
歓迎の言葉に続き、新入生代表の看護学科
第１９期生 鷲見
有香さんが誓いの
言葉を述べまし
た。 

《新入生誓いの言葉より》 

 これから私たち新入生は、専門職として
知識と技術、精神面のケアなど常に患者様
や利用者様の身になって考えることができ
るよう、一生懸命学んでいきたいと思いま
す。 

鷲見有香さん 

みんな 

楽しんでるね！ 



 

 私は４年間養護教諭として働い

ていましたが、昔からの看護師に

なりたいという夢と、もっと専門

的な看護の勉強がしたいという気

持ちが強くなり、自分を成長させ

るべくあじさい看護福祉専門学校

に入学しました。入学して一カ月

経ち、まだ少し緊張しながらですがとても楽しく授業を受け

ています。目標を持って本気で学びたい気持ちがあると90分
がこんなにもあっという間で物足りなく感じるのだと驚きで

す。先生方が“看護には答えがないことが多い”と私だけで

なく学生一人一人の意見を大切にしてくださり、決して発言

を否定されることがないので、発想豊かに物事を考えること

ができます。 

 ナイチンゲールの言葉にもある「苦労なくして栄冠な

し」。この３年間、たくさん苦労したくさん悩んでいきたい

です。その分たくさんの喜びに繋がるはずです。 

 同じ看護師を目指す仲間と共に切磋琢磨しながら、毎日充

実した学校生活を送りたいです。 

 入学して一カ月が過ぎ、学校生活に

も徐々に慣れてきました。クラスの雰

囲気は良く、先生方も明るく優しい方

ばかりで、入学前に抱いていた不安は

全くなくなりました。 

 私が介護福祉士という仕事に興味を

持ったのは、２年前に伺った特別養護

老人ホームでのボランティアでした。

様々なお年寄りと交流をするなかで感じたことは、介護は人に喜ん

でもらいながら、自分も成長できる仕事ではないかということで

す。また、介護職員の方から認知症のお年寄りについてお話をたく

さん聴く機会があり、大変勉強になりました。認知症に対する理解

が全くなかった私にとって、認知症が病気であるということ、認知

症になり知的・身体機能が低下しても感情機能はあまり低下しない

こと。たとえ忘れることがあっても嬉しいと感じることができると

いうことを教わり、目から鱗でした。 

 私は、学校で意欲的に学習することはもちろん、自分の興味ある

ことを追求したいと思っています。自ら積極的に行動し、学校が提

供してくれることを活用してこれからの介護の在り方を考えたり、

沢山のことにチャレンジして有意義な学生生活を送り自分を高めて

いきたいと思います。 

 僕が介護福祉士を目指そうと

思ったきっかけには、兄と祖母

の影響があります。あじさいの

看護学科を卒業して今患者さん

のために立派に働いている兄。

毎週一回デイサービスに通い、

嬉しそうに帰ってくる祖母。そ

こから考えたのが、介護福祉士となって利用者さんの役に

立とうという僕の「夢」です。 

 自分の夢をかなえるためには、もっともっと学習が必要

です。自分が就職していつの日か、利用者さんのやりたい

ことや、どうしてほしいか一歩でも二歩でも先を読むこと

ができ、心からの「笑顔」と心からの「ありがとう」を

言ってもらえる、そんな介護福祉士になりたいです。 

 そのためにも、たくさんの人との輪を築き、いろいろな

考え方やいろいろな性格の人と関わりをもつ中で、自分自

身を成長させていきたいです。 

 そして何よりも学校の授業で学ぶことのできる知識を、

２年間でできるだけ多く獲得していきたいです。 

 私はこの学校に入学して、とて

も良い仲間に出会えたと思ってい

ます。 

 入学式の時は、友達ができるか

不安だったけど、みんなフレンド

リーで楽しい人たちばかりでし

た。１人１人個性があり、また、

社会人の方やお母さん方もいて、さまざまな人たちと関わ

ることのできる最高の３年間になると思っています。優し

くて、楽しくて、個性豊かな仲間たちと過ごす生活は、毎

日が楽しいです。 

 話は変わりますが、私が看護師を目指そうと思ったきっ

かけは、祖母が入院していた時の担当の看護師さんが、患

者さんのためを思ってすばやく行動したり優しく接したり

していて、私もその看護師さんのようになりたいと思った

からです。 

 私は看護師になると決めた時のことを忘れず、３年間仲

間と支え合って積極的に勉強したいです。 

板取 あゆみ 
木曽高校／飯田女子短大 卒 

川瀬 里奈 
可児高校 卒 

山田 大樹 
美濃加茂高校 卒 

水野 憲太 
帝京大学可児高校 卒 

◆◆ 看護学科 ◆◆ ◆◆ 介護福祉学科 ◆◆ 



算数 

問．1から10までの整数を1から順に

足します。しかし、ある数字だけ誤

まって引いてしまい、答えが41に

なりました。ある数字は何か。 
 

国語 

問．■に同じ漢字を入れ、どちらも意

味のある熟語を作りなさい。ただし

５画以下の漢字を使うこと。 

  ①圧■、■作 

  ②細■、■場。 

  ③■粧、風■。 

 

★ 頭の体操 ★ 
 教員によるリレーコラム 第７回 こ こ ろ ＠ あ じ さ い  

   新年度が始まりました。新入生の皆さんを迎え、私自身も新たな気

持ちで過ごしています。学生の皆さんの顔や姿を見ると色んなことが

伝わってきます。次に何が始まるのかと身体全体で前のめりになって

いる人、勉強から長く離れて不安を感じ眉間を寄せている人など。 

 その顔が日々変わっていくのを見ながら、それぞれの個性が見えた

り、意外な一面を発見したりする

ことで嬉しくなります。知るごと

に「すごいな」とその人の力を感

じることができ、人の奥深さと人

との関わりが面白く感じられま

す。これからどれだけの個性を発見できるか楽しみで

す。 

 １日１日が新しい発見ができる、そんな毎日にして

いきたいです。  
 

 介護福祉学科教員（１年担任） 

             大  澤    清  香 

  昨夏に、本校看護学科卒業生で、現在は青年海外協力隊員としてケニア

で活動中の加藤由美さんから届いた一通のメール。そこから始まった「１日３

食の食事を！学校から地域へ広げる貧困家庭生徒の栄養改善プロジェクト」

は、本校学生の募金活動により得られた４５万円を超えるお金を元手に、現

地の加藤さんがオカンジャ小学校の皆さんと共に羊やニワトリを飼い、畑を耕し

て野菜を育て、市場で売って収入を得ながらとうとう給食の開始までこぎつけ

ました！！ 

 そして加藤さんの仲立ちでオカンジャの生徒さんたちと本校の学生との文通

も始まっています。６月末に任務を終えて帰国する加藤さんから、直接お話が

聞けるのがとても楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

笑顔で学生に話しかける大澤教員  

講義は真剣に！ 

生徒達に説明をする 

加藤由美さん 

日本からの手紙を読む生徒たち 

ケニアから届いた手紙 

畑を耕す生徒たち 

 と芽を出した 

  トウモロコシ 

ニワトリ＆卵とヒツジの親子 
給食を待つ生徒の列 

 そしてニッコリ！ 

 おいしいね♪♪ 

 プロジェクトの最新情報はこちらから♪ 
 

  

http://yumio399.blogspot.com/ 

ケニア ハラペコ 検索 



 

 

 看護学科２年生は、３月５日から９日間のオーストラリア研修
旅行へ行ってきました。行先はシドニーとゴールドコーストです。 
 シドニーではSYDNEY ADVENTIST HOSPITALを見学し、オー
ストラリアの医療や看護について説明を聞いたり、質問に答え
ていただいたりしました。ゴールドコーストではホームステイをし
ながら、事前学習で設定していた課題に向けて現地調査を行
うと共に、美しいビーチでのサファリツアーを楽しみました。 
 オーストラリアを満喫し、充実した研修旅行となりました。 
 

《小瀬木ありささんのコメント》 
 オーストラリア研修を通して、日本では味わうことのできない
オーストラリアならではの楽しみがあり、クラスでの交流や異な
る文化をもつ人々との交流のなかで、たくさんの思い出を作る
ことができました。シドニーでは病院を訪れ、多国籍国家である
オーストラリアでは言葉も様々ですが、ボランティアの方が多く
みえて柔軟な対応がされており、病室も個室がほとんどで、プ
ライバシーが守られていることで患者さんが安心して快適な療
養生活が送れると学ぶことができました。 
 ホームステイでは、言語が異なっても、生活を共にし、様々
な場所へ出かけたりする中で自然とホストファミリーと打ち解け
られ、貴重な体験ができました。ホストファミリーとは手紙のや
り取りをしています。これからもつながりを大切にしていきたい
です。 
 伝えきれないほど多くの学びと思い出が得られた研修旅行
になりました！ 

〒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 

http://www.ajisai.ac.jp e-mail: info@ajisai.ac.jp 

携帯サイトは 

こちらから 

答え 算数：７  国語：①力 ②工 ③化 

 

●タイムスケジュール ※午前の部と午後の部は同内容です 
 午前の部／午後の部 内容 

  9：00 ／ 13：00 受付開始 

  9：30 ／ 13：30 オリエンテーション 

  9：50 ／ 13：50 学校紹介 

10：20 ／ 14：20 学校内見学、実技体験 

11：00 ／ 15：00 在校生との談話会、入試・入学に関する説明 

12：00 ／ 16：00 終了（希望者のみ個別相談） 

7月22日(日)・8月5日(日)・8月12日(日) 

昨年度の様子（看護学科・血圧測定の実技体験） 

各日とも午前・午後の２回、３日間で全６回の開催です。当日参加もＯＫですが、事前予約の方には特典あり！！ 

皆で来てね♪ 

 ●ご予約はTEL、FAX、メールでどうぞ。 

  在校生・職員一同お待ちしております！ 

  

フォトアルバムより 


