
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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 桜花爛漫の４月８日（火）、平成２６年度入学式を挙行し、看護学科３３名、介護福祉学

科１４名の入学生を迎え、あじさい看護福祉専門学校の２１年目が始まりました。 

 新たな環境や生活にも慣れた様子の学生達は日々それぞれの夢や目標に向かって真剣に取

り組み、多くの知識と技術そして経験を得ようと頑張っています。 

 本校の教育理念にあるように、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学生の姿を楽しみに、またそのような姿に出会えることをとても嬉

しく感謝しています。 



 本校と教育連携をしている美濃加茂市伊深町の正眼短期大学ならびに正眼寺のご協力により新入生歓迎セミナー『立志の

会』を行いました。昨年度に続き２回目の開催となる今回は、午前中のみ正眼寺において正眼短期大学学長・正眼寺住職の

山川宗玄老師による提唱を聴講させていただき、その後、坐禅のご指導を受けました。 

 ●新入生歓迎会 2014/4/16 PM 

 ●新入生歓迎セミナー 『立志の会』 2014/4/16 AM 

山川宗玄老師による提唱 
 調身、調息、調心の３つのポイントを教わり、修行僧や短大の学生さん達と一緒

に約１時間、坐禅をしました。 

   

ハンタ
ーに見

守ら

れなが
ら！？

問題

に挑む
学生達

！ 

ハンター いきます！ 

 『立志の会』終了後、同市下米田町の東山森林公園さくらの森に場所を移し在校生主催の『新入生歓迎会』が行われまし

た。新入生を歓迎するとともに看護・介護の枠を越えて交流することを願い企画したのは、ネイチャービンゴ！ 

 広い園内を効率的に回れるよう考え、問題を解き、実行委員とのミニゲームに勝利し、あじさいの教職員を見つけてシー

ルをゲットし､､､と盛り沢山の内容に加え、狩人（ハンター）から逃げ切れとの“Escape Mission”なるものまで投入され、

学生達は獅子奮迅と教職員は悠々自適！？に頑張り、大いに楽しみました。 

 私達は新入生歓迎会を実施しました。 

 共に時間を過ごす中で学科、学年の枠を越えた交流を深め

ることを目的に企画し、「共 友 知」というスローガンのもと運営

しました。 

 今回考えたのはネイチャービンゴを中心としたレクリエーション

です。自然の中で体を動かしながら、実行委員からのクイズや

ゲームなどのお題をチームでクリアしていくという内容です。 

 当日は天気も良く、みんなが笑顔で楽しそうで、中にはハン

ターに追いかけられチームが分かれてしまう場面も見られまし

たが、仲間同士協力している姿がありました。終了後には「楽し

かった」「先輩・後輩と仲良くなれた」などの声があり、今回の目

的を達成できました。 

 これからの学生生活の中で、実技演習や実習においてわから

ないこと、先輩に聞きたいことが出てくると思います。そんな時に

先輩に聞けるという、より良い関係を築くきっかけとなる会になり

ました。 

          （実行委員 伊藤・酒井・夕下・和田） 

 新入生を歓迎するために立志の会と新入生歓迎会が行われ

ました。立志の会では、正眼寺にて各自が志を明確にするため

に老師による提唱を聴きました。その後坐禅を行い、大勢の学

生の動きが止まり、風でゆれる木々の音と僧侶の歩く音のみと

なり、無の状態に近づいた気がしました。忙しい毎日で自分の

心に余裕がないと人の心はわかりません。しかし禅を学び、坐

禅を通して自分の心を無にすることができました。日々の生活

の中で心を失くしそうになった時こそ、一呼吸おいて坐禅で学

んだ“無”を意識し、人を受け止められる心を持ちたいと思いま

した。 

午後からは、新入生歓迎会としてネイチャービンゴを行いま

した。普段交流が少ない看護学科と介護福祉学科の枠を越

え、学年やさまざまな年齢の人と交流を深めました。どの学生も

最初は言葉数が少なかったのですが、だんだん笑顔や会話が

増していきました。そして入学したばかりの1年生の緊張も和ら

ぎ、楽しい時間を共に過ごすことができました。 

               （介護福祉学科 森山恵美） 



 GWは、久しぶりにサッカー観戦に行ってきました。 

 子どもと２人、豊田スタジアムへ向かうお客さん達と一緒に歩いて

やっと到着、スタジアムの大きさ・サポーターの熱気に大感激！！ 

 試合前に食べ物＆おかし＆ビールなどなど・・・調達していたら、

あっという間にキックオフ！選手のプレーもすごかったですが、それ

よりも、サポーターの応援に心が引かれました。一般席なのにいつの

間にか、サポーターと一緒になって歌っている私。でも、隣にいる子どもは真剣に試合を見て

おり、時々、ちらりと私を見ては「はあ～」とため息・・ 

 グランパスの闘莉王や永井、楢崎、セレッソの柿谷選手のプレーを見て・・特に闘莉王の

ファインプレー、DFからゴールまで走ってのヘディングシュート！大感激しました。試合は負

けましたが、最後の最後まで走り続ける、あきらめないプレーを子ども

と一緒に見ることができ良かったです。 

 帰りの電車の中で、子どもは「また試合観戦行きたい！」、私は「サ

ポーターに入る！」と。同じ試合を見た後なのにね・・・ 

 今度はFC岐阜で、ラモスや川口を見に？サポーターになって観戦し

たいです。そして、あきらめない気持ちを持ちつつ、仕事にプライベー

ト、メリハリつけながら頑張りたいです。よろしくお願いします。 

            看護学科  大鋸ひろみ  

 教職員によるリレーコラム 第１３回 こ こ ろ ＠ あ じ さ い  

～Information～ 

★ 頭の体操 ★ 

 ロンドンのサウス・バンク、聖トーマス病院にあるフローレンス・

ナイチンゲール博物館に行って来ました！日々の学習の中で

触れているナイチンゲールの精神を体感した学生達です！！ 

 看護学生の為の雑誌クリニ

カルスタディ（メヂカルフレ

ンド社）６月号の特集『実習

を10倍活かす★事前学習の秘

訣』に日本の看護教育の最先

端をいく我が校の教育内容を

紹介した記事が掲載されてい

ます。 

ギョーカイ 

  なう！ 

こちらは冷蔵庫。 

上の段に氷を入れて

冷やすんですよ！ 

 北名古屋市にある昭和日常博物館へ行って来ました！ 

 高齢者の暮らしてきた時代の生活や暮らしの移り変わりを学び知

るためです。昔の暮らしの中には知恵と工夫がいっぱいです！！ 

問１ 

   安全で暮らしやすい住宅

や公共施設など環境づくり

の施策を指す言葉を何とい

う？  

問２ 

   人間の細胞の数は？ 

問３ 

   新しい記憶と古い記憶

を司る脳の器官をそれぞ

れ何という？  

答えは最終ページの一番下です！ 

解説は看護学科教務主任の古川先生。本校の学生達の実習ノートが紹介されています。 
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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：バリアフリー  問２：約60兆個  問３：新しい記憶＝海馬、古い記憶＝大脳皮質 

 入学当初、介護についてほとん

ど知らない私が介護福祉士になる

ことはできるのか、とても不安で

した。そして勉強についていける

のかとずっと考えていましたが、

入学して一ヶ月が経ち不安はなく

なりました。クラスの仲間のほとんどが介護について学

ぶのが初めてで、同じスタートラインに立って共に勉強

できることを知ったからです。そして、同級生も先輩も

優しい人ばかりで、毎日がとても楽しいです。 

 将来は地元へ戻って、私の成長を見守ってくださって

いた地域の方などたくさんの方の生活の支えになりたい

と思っています。そのために、介護技術だけでなく福祉

の制度や、利用者様の心のケアなどをしっかりとこの２

年間で学び、立派な介護福祉士になるために、仲間と一

緒に心身共に成長できるように頑張っていきたいと思い

ます。 

タイムスケジュール ※午前の部と午後の部は同内容です 

http://www.ajisai.ac.jp 

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） 

 入学して早一ヶ月。私にとってこの

一ヶ月は目まぐるしいながらもとても

充実していて、毎日が新しいことの発

見であり学びです。発見や学びだけで

なく、日々の生活の中で成長を感じら

れる、成長できることもあじさい看護

福祉専門学校の良い所であり、入学したことを誇りに思いま

す。 

 ４月には先輩方が企画・開催してくださった新入生歓迎会が

ありました。看護・介護の枠を越えそれぞれのチームごとにお

弁当を食べた後は待ちに待ったスリル満点ビンゴです。途中、

道に迷い苦戦しながらも時間いっぱい協力しながら楽しむこと

ができました。このような素敵な時間を過ごすことができたの

も先輩方をはじめ先生方そして新入生全員の存在があったから

だと思います。１年生にとって今後の学生生活をおくるうえで

のエネルギーを補充することができたのではないでしょうか。 

 入学が決まってから実家を出ての一人暮らしや学校で上手く

やっていけるのか不安だったこともありましたが、今では不安

よりも充実感や楽しさ、看護への関心で胸がいっぱいです。こ

の気持ちを忘れず、これからの３年間を仲間と一緒に支え合い

ながら頑張っていきたいと思います。 

７/１３

（日） 

７/２７

（日） 
８/３

（日） 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 !(^^) ! 

ご予約はTEL、FAX、メールでどうぞ。 

介護福祉学科１年  砂 留 彩 乃  

岐阜県立飛騨高山高等学校 卒 

看護学科１年  熊 谷 沙 与 加 

岩手県立一関第二高等学校 卒 

    習ったばかりの 

  ベッドメーキングも    

     こんなに上達！ 

      角もピシッと 

      丁寧に★★★ 

 


