
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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より強くなった」 
「独自性があり、あじさいでしか学べ
ないことがあると思った」 
「プロジェクト学習が素晴らしい」
「自分達で考えて勉強をするのに興味
があり、ポートフォリオで学習した
い」といった意見をいただきました。
あじさいの魅力を伝えることができた
今回のオープンキャンパスは成功で
あったと感じます。 
 自分らしく未来へ進み、看護師・介
護福祉士を私たちと一緒に目指しま
しょう。 
 ご参加くださった皆様に心よりお礼
申し上げます。 
 

【看護学科3年 山本祐実】 

 7月21日（日）、8月4日（日）、8月
11日（日）の3日にわたり、学生の実
行委員が主体となってオープンキャン
パスを開催しました。 
 「看護・介護、そしてあじさい看護
福祉専門学校の魅力を感じてほし
い！」という願いをもち、ご参加くだ
さる方々に楽しんでいただけるように
委員がひとつになり企画しました。 
 私たち実行委員は学校紹介のプレゼ
ンテーションや血圧測定、車椅子、沐
浴、AEDなどの体験を実施、また体験
後には飲み物やお茶菓子を囲んで和や
かな雰囲気の中、在校生との談話会も
実施しました。 
 アンケートの回答には「いろいろな
体験を通して入学したいという思いが 

介護福祉学科：体位変換体験 看護学科：沐浴体験 

看護学科：ＡＥＤ体験 



 

 

 看護学科2年生42名は、美濃加茂市

立古井小学校・下米田小学校・可児市

立帷子小学校の3校を訪問し、健康教

育を実施しました。 

 帷子小学校を訪問したグループは睡

眠や健康をテーマにした健康教育を行

いました。 

 寸劇やクイズなどを交え生徒に興味を

持ってもらえるよう工夫を凝らして「午後8

時半から10時間寝るのが体づくりには理

想」と呼びかけた。午後8時半に寝るため

には宿題やご飯、お風呂を何時にすると

いいのかを考え児童たちと一日のスケ

ジュール表を作成しました。 

 生徒さんは「早寝早起きの大切さがわ

かった。いつも夜遅くに寝ていたけど、こ

れからは早く寝ます」と話してくれました。 

 平成25年5月24日(金)～26日(日)の3日間、ポートメッセなごやにて開催された「第

16回 国際福祉健康産業展～ウェルフェア2013～」に介護福祉学科1年生15名が参

加してきました。 

 「利用者の自立を支援するうえで重要となる福祉用具を学び、最新の福祉用具を実

際に見学することによって講義内容をより明確に、各自の知識として位置づける」という

目的をもち、見学前から個々で事前学習を進めました。 

 見学後には、不自由な生活をしている利用者を想定し、ウェルフェア2013で実際に展

示されていた最新の福祉用具を利用することによりどのような生活が実現可能となるの

かを各自提案書を作成して発表しました。 

 介護福祉学科1・2年合同で親睦を兼ねて、4階講堂で卓球大会を開催しました。 

和やかな雰囲気の中での気軽な卓球大会のはずでしたが、1年生の中には昨年度のイン

ターハイに出場経験のある強者（つわもの）の女子学生がおり、熱の入った真剣勝負も見

受けられました。福原愛ちゃんばりのスマッシュには腕自慢の男子学生もまったく太刀打ち

できず、その迫力にみんなから拍手喝采の嵐！ 

 勉強に追われて忙しい毎日ですが、学年の枠を超え汗を流してスポーツに打ち込むこと

はとてもストレス発散になり、気持ちもリフレッシュできた模様です。 

 短い時間の親睦卓球大会でしたが明日への活力となる楽しいひとときでした！ 

Ｔ Ｉ Ｏ Ｐ Ｃ Ｓ 



★ 頭の体操 ★ 

【生物】 

問．遺伝子情報を担う物質「Ｄ Ｎ Ａ」 は、

日本名で何と呼ぶでしょうか。 

    Ａ：グルタミン酸 

    Ｂ：デオキシリボ核酸 

    Ｃ：リン酸 

    Ｄ：イノシン酸 

 

【医療】 

問．大きなショックを受けたことで、後にストレ

ス源となる「心的外傷後ストレス障害」を

英語4文字で何というでしょうか。  

     Ａ：PSTD 

     Ｂ：PDST 

     Ｃ：PTSD 

     Ｄ：PSPT 

 看護学科では1年次に「人間と情報社会」という講義があります。講義の

目的はメディアの特性を理解した上で、信頼性のある情報を獲得し、看護

情報として適切に活用できるようになることです。また、電子カルテの対応、

看護研究への応用ができるよう、情報処理の基本としてエクセルの使い

方、効果的なプレゼンテーションのためのパワーポイントの使い方を学びまし

た。 

 全15回の講義終了後には学びの集大成として日本情報処理検定協会

主催の検定試験を受験。放課後等にそれぞれが自己学習に励み努力した

結果、「情報処理技能試験表計算3級」には受験者全員（37名）が合格、

また希望者のみ受験した最難関の「プレゼンテーション作成検定試験1級」

には見事2名が合格しました。皆さんおめでとうございます！ 

７月の始め、ドイツ、フランスへ行ってきました。 

ライオンズクラブ国際大会がドイツ・ハンブルグで開催され、学校長が国際第２副会長

に就任された大会です。家族会員として、パレードの手伝い、開会式、閉会式に参加

してきました。ハンブルグの空港で最初に歓迎をしてくれたのは消防自動車でした。機

内から数台の消防車が止まっていることを確認しましたが、まさか乗っている飛行機に

ついてくるとは思いません。着陸すると翼の部分にホースを持って走り始めた消防士、

機内ではトラブルの放送もなかったのに・・・でも何事もありませんでした。 

ドイツではハンブルグを始めベルリン、古い街並みが残るリューベックへ、フランスは、

凱旋門の上からのパリの街並みや、セーヌ川沿いの風景など洗練された美しさでし

た。 

 ルーブル美術館では、ミロのビーナスやモナリザの微笑みなど有名作品の部屋だけ

を見てきましたが、モナリザの前はしっかりとガードされていましたが、思っていた以上に

小さな絵でびっくりしました。パリから４時間半、ノルマンディ地方を縦断し、モン・サン－

ミッシェルへバスでの旅です。大きな岩山の上につくられた修道院で、要塞や監獄とし

て使われたこともあったそうですが、ナポレオンの時代に修道院として修復されたと聞きま

した。現在も数名の修道士、女によって管理され、厳粛な気持ちになりました。モン・サ

ン－ミッシェルの帰り、ポン・トードメールという田舎街で、遅い夕食を食べました。１５，６

世紀に建てられた家並みが多く残っている街です、古い家を大切にし、現在も住み続

けているヨーロッパの人々の生活や文化、地震の多い日本では考えられない世界で

す。 もう一度、古い街並みをゆっくりと探索したいと思う旅でした。 

 介護福祉学科教員 西田 和惠 

 教職員によるリレーコラム 第11回 こ こ ろ ＠ あ じ さ い  

華やかな衣装のメキシコライオンズクラブ 

モン・サン－ミッシェル【世界遺産】 

答えは最終ページの一番下です！ 



 

4月に入学して6月に初めての実習
がありました。私は木沢記念病院が
運営している中部療護センターで実
習をさせていただき、実際に患者さ
んとも関わらせていただきました。初
めての実習で何をしていいのか不安
で戸惑ってばかりでしたが、担当の
看護師さんが普段どのような看護を
行っているのかを実際に見せていた
だきながら説明してくださったので、現場でしか学べないことを
たくさん学べました。 
 普段の学校生活では先生方がいつも熱心に授業を教えてく
ださり、自主性があれば何でも協力してくださいます。 
先生方だけでなく先輩方も分からないことがあれば丁寧に教え
てくださいます。先輩方や周りの仲間がとても頑張っているの
で、私ももっと色々なことを学び、看護師になりたいと入学前よ
りさらに強く願うようになりました。 
 今まで教えてもらったことや学んだことを活かし、これからの授
業や実習に繋げて看護師を目指していきたいです。 

〒５０５‐００２２ 岐阜県美濃加茂市川合町４‐６‐８ 
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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 

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

携帯サイトは 

こちらから 

答え  【生物】：Ｂ  【医療】：Ｃ 

 不安ばかりの入学から半年が経
ちました。 
介護福祉学科は年齢層が幅広く、
様々な視点の考えをお互いに共有
できるので、グループワークでの話
し合いが、とても中身の濃いものに
なり、充実しています。 
 6月には裁判所見学がありまし
た。今まで深く考えた事のない社
会問題や法律に触れ、実際に傍聴する体験はすごく刺激的
なものでした。この経験で、社会の問題を身近に感じ、視野が
広がったように思います。 
 7月には2日間の見学実習がありました。利用者様一人ひと
りにあったコミュニケーションのはかり方の難しさを痛感するとと
もに「ありがとう」の言葉や表情で通じあうことの嬉しさも味わう
ことができました。また、人の思いや考えを理解し、尊重するこ
との大切さを学び、介護の仕事の奥深さを知りました。 
 今後も実習や講義を通し、利用者様の求める暮らしやすい
生活とはどういうものなのかを追求し学んでいきたいです。 

入試区分 願書受付期間 試験日

推　　　薦 １０月　１日 ～１０月２１日 １０月２６日（土）

一　 般① １２月　２日 ～１２月２７日 　１月　８日（水）

一　 般②   １月１４日 ～　２月１０日 　２月１５日（土）

一　 般③ 　２月１７日 ～　３月　３日 　３月　８日（土）

社会人② 　２月１７日 ～　３月　３日 　３月　８日（土）

入試区分 願書受付期間 試験日

推　　　薦 １０月　１日 ～１０月２１日 １０月２７日（日）

一　 般① １０月２８日 ～１１月１５日 １１月２４日（日）

一　 般② １１月１８日 ～１２月　６日 １２月１４日（土）

一　 般③ １２月　９日 ～　１月１７日 　１月２６日（日）

一　 般④ 　１月２０日 ～　２月１４日 　２月２３日（日）

一　 般⑤ 　２月１７日 ～　３月　７日 　３月１５日（土）

看 護 学 科 介護福祉学科 

在 校 生 か ら の ッ セ ー ジ メ 

入 学 試 験 の ご 内 案

看護学科１年  桜井 亜由美 

岐阜県立加茂高校 卒 

介護福祉学科１年  野村 優衣 

滋賀学園高等学校 卒 


