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第23回 鈴風祭開催報告

　このような大役は初めてで不安でいっぱいでしたが、親身になって協力してくださった先生方や友人など、
たくさんの人に支えられて乗り越えることができました。今年度の鈴風祭に実行委員長として関われたこと
は貴重な経験となりました。本当にありがとうございました。今後も鈴風祭が引き継がれていくことを願っ
ています。

草島 多英さん（鈴風祭　実行委員長）

　「今日くらい看護を忘れちゃっていいじゃない」が今年度鈴風祭のテーマです。鈴風祭が私達看護学生に
とって、地域の方と関わり少しでも息抜きになればと思い企画してきました。
　天候が心配だった当日は多くの来場者や楽しんでいる学生の姿がみられて、頑張ってきて良かったと感じ
ました。鈴風祭に参加・協力してくれた方々に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござました。

保坂 恵里奈さん（鈴風祭　副実行委員長）

　私は本部会計をやらせてもらいました。予算については各係のおかげで
オーバーもせず、無事に終わり安心しています。今年は雨の予報が出てか
ら、変更することが多かったのですが2年生全体で協力して無事開催でき
て良かったです。

佐伯 桃香さん（鈴風祭　会計） 左から佐伯さん、草島さん、保坂さん

平成30年度の鈴風祭は、9月8日（土）, 9日（日）に開催されました。
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長野県看護大学と揚州大学看護学院の
ＭＯＵ調印式（2018.9.2）

長野県看護大学と揚州大学看護学院の共同開催による老年看護国際フォーラム
（2019.5.25,26）

第31回 日本看護福祉学会学術大会開催

学長コーナー

第 31回 日本看護福祉学会学術大会を終えて
　2018 年 7月 28 日（土）・29 日（日）に、長野県看護大学において、第 31 回日本看護福祉学会学術
大会を開催いたしました。今回の学術大会は、開催の3週間程前に西日本を中心とした豪雨災害が起こり、
学会当日は台風が接近しており、学会への
影響が懸念されましたが、2日間で全国か
ら 318 名の多くの皆様にご参加いただきま
した。１年間にわたり周到な準備を進めて
頂いた企画委員・実行委員の先生方や、当
日の運営にご協力頂いた多くの皆様のお蔭
で、成功裡に学術集会を終えることができ
ました。ご尽力いただいた皆様に心より感
謝申し上げます。本当に有難うございまし
た。
（第 31回日本看護福祉学会学術大会長

安東 由佳子）

学長の挨拶
　今年の干支は ｢己亥（つちのと・い）」年（いのしし年）です。いのししは無病息災・作物の神
様で縁起の良い動物とされています。陰陽五行説では相互の関係性に気を配ってバランスを取るの
が肝要になる年とされています。本学も今年25年目を迎え、｢地域に学び、未来を拓く｣ 行動理念
のもと、第3期中期計画(2019年～2023年)を策定して地域の課題に取り組むとともに、開学の原
点に立ち戻りグローバル(多様)な視野と認識を高める教育研究を着実に発展させていきたいと思い
ます。具体的には、地域における認知症のトータルケア体制の構築や中国揚州大学看護学院を中心
とする国際共同研究プロジェクト等を推進していきます。
　本学の教育理念である ｢学生個々人のもつ可能性が最大限に開花すること｣ を目指し、オリジ
ナリティとブランド力を高め、国内外から人々を引き寄せる個性豊かで魅力溢れる大学(Hub/
Magnet College)づくりに努めたいと思います。

　2019年吉日　 学　長　北山 秋雄
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　去る2018年9月22日（土）、本学の北山秋雄学
長による公開講座が開催されました。今年4月に
就任した学長の公開講座であり、本学教職員はも
とより、地域の住民の皆様や大学関係者など多く
の県民の注目を集め、73名という多くの皆様にご
参加いただきました。北山学長は、「『里山看護学・
遠隔看護学』を解剖する～里山の創生を目指して
～」と題し、わが国および本学里山・遠隔看護学の
歩みと、最先端の地域医療福祉ICTネットワーク「Salus Vision」などを紹介しました。参加者からは「学長
の熱い思いを感じられるとても興味深い内容だった」など好評を得ました。

（広報・交流委員：髙橋 百合子）
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　認定看護師教育課程認知症看護分野6期生14名は、9月24日（月）に開催されたＲＵＮ伴2018に参加しま
した。
　皆様ＲＵＮ伴はご存知でしょうか？本大会は、「認知症の人と一緒にタスキをつなぐ体験を通じて、誰もが
暮らしやすい地域づくりを推進する活動」です。参加者、ボランティアの方々等地域の方と触れ合い、宮田→
駒ヶ根→飯田へとタスキを繋ぐことで認知症ご本人、ご家族の方々と少しでも繋がることが出来ました。私達
が走ったのはほんの数キロでしたが、この活動が今後も広がり大きな輪となり、認知症の方がより住みやすい
地域になればいいなと願います。

若林 美絵子さん（看護国際研究センター　認定看護師教育課程　認知症看護分野　6期生）

就任した学長の公開講座であり、本学教職員はも就任した学長の公開講座であり、本学教職員はも
とより、地域の住民の皆様や大学関係者など多くとより、地域の住民の皆様や大学関係者など多くとより、地域の住民の皆様や大学関係者など多く
の県民の注目を集め、73名という多くの皆様にごの県民の注目を集め、73名という多くの皆様にごの県民の注目を集め、73名という多くの皆様にご
参加いただきました。北山学長は、「『里山看護学・参加いただきました。北山学長は、「『里山看護学・
遠隔看護学』を解剖する～里山の創生を目指して遠隔看護学』を解剖する～里山の創生を目指して遠隔看護学』を解剖する～里山の創生を目指して遠隔看護学』を解剖する～里山の創生を目指して遠隔看護学』を解剖する～里山の創生を目指して
～」と題し、わが国および本学里山・遠隔看護学の～」と題し、わが国および本学里山・遠隔看護学の
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新サークル紹介　　今年度、活動を開始した新サークルを紹介します。

いなん100㎞徒歩の旅サークル
　いなん100km徒歩の旅とは、いなん4市町村（駒ヶ根市、飯
島町、中川村、宮田村）を4泊5日で小学4～6年生と100km
歩くという事業です。看大生は、5日間学生スタッフとして、子
供たちの世話を行う立場や事業全体を地域スタッフと共に支える
立場に立ちます。研修や合宿を行う中で、事業目的である子供
たちへの生きる力の醸成を行うために、自ら考え行動できる力を
身につけます。後輩達に、挑戦することや仲間と本気で関わるこ
との楽しさを伝えたいという思いで、サークルを設立しました。

平出 有咲さん（いなん100㎞徒歩の旅　副サークル長）

　スタッフ研修で印象に残っているのは、他己紹介です。自分
を紹介してもらうために、また他の人について自分が紹介する
ために、どのような情報を共有すべきか考えることは、発信す
る力や聴く力に繋がりました。
　私はいなん100㎞徒歩の旅サークルに参加することで、自分
が変わったと思います。人や地域と関わることで得たもの、感
じたことは、これからの人生で生かすべき価値のあるものだと
確信しています。

山田 花菜さん（いなん100㎞徒歩の旅　サークル員）

アンサンブルサークル
　アンサンブルサークルは、「室内楽では音
色が馴染みにくい一部の管楽器でも、集まっ
て音楽をしたい！」という思いから、H29年
の春、ひっそりと活動を開始しました。この
度無事に正式なサークルとして認められたこ
と、嬉しく思います。最初は金管楽器奏者2
人だった本サークルですが、今では15人程
度で吹奏楽や管楽器によるアンサンブルを楽
しんでいます。H30年の大学祭では、正式
なサークルとしては初の演奏会を行うことが
できました。また、その際はゲストとして伊
那市民吹奏楽団の皆様をお招きし、なんと
40人以上による合同演奏をお届けすること

ができました。年間を通してあまり発表回数の多いサークルではありませんが、より多くの皆様に本サーク
ルの演奏を聴いていただければ幸いです。

中川 航さん（アンサンブルサークル長）



助産実習 ●●●●●●●

  12月になり
９月の下旬か
ら３年で行わ
れる領域実習
がやっと終わ
りました。私
は意外と早く
終わったなと
感 じ ま し た

が、1日1日を振り返ると早く実習が終わらない
かなと考えていました。あと、土日がすごく楽し
みで、何かしら楽しみな予定を作って1週間頑張っ
ていました。そういう予定作りなどもしていたか
ら、実習期間を楽しく過ごせたのではないかなと
思うので後輩にもおススメしたいです。私は3年
生では成人・在宅・母性・老年の４つの領域実習
を行いました。どの実習も先生がとても優しく適
切なアドバイスをくれるのでこの領域実習嫌だっ
たなという思い出もなく、実習が終わった時は楽
しかったという思い出が大きかったです。

伊東 真衣さん（看護学部3年生）

3年生　領域実習 ●●●●●●●

学生実習報告

　今回の小児
看 護 実 習 で
は、子どもの
発達や性格を
理解しながら
看護を行うこ
との大切さを
学ぶことがで

きました。個々人の性格
や発達段階に合わせた遊
びを取り入れながら、子
どもが治療に対して前向
きに取り組めるようにす
ることは、小児看護の
特徴ではないかと思いま
す。また、病院の方々が
どのように子どもに接し

ているのか現場で身をもって知ることができまし
た。今回の学びを生かし、看護への理解をさらに
深めていきたいと思います。

岩下 沙織さん（看護学部3年生）
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　助産実習を通して、それぞれの産婦さんに適したケアを提供していくことが大切だということを学びま
した。特に分娩介助では産婦さんの考え方や、分娩の進行状況などすべてのお産がそれぞれ違い、産婦さ
んとの関係作りに苦労しました。しかし、産婦さんから「ありがとう。」と言ってもらえた時は本当にう
れしかったです。今後は産婦さんに寄り添うことができるよう
な助産師を目指していきたいと思います。

田中 萌さん（看護学部4年生）

　助産実習を通し、母親や家族のお産への思いを大切にしながら
も、母親が持つ力を見極め安全なお産となるよう支える助産師
としての在り方を学びました。お産は家族にとって大変貴重な
体験で、その後の育児の自信にもつながるものです。母親やそ
の家族の方々が主体となってお産に取り組み、満足のいくもの
となるよう、母児や家族が持つ力を引き出し、支えることが出
来る助産師になれるよう努力していきたいと思います。　　　

星山 紗璃さん（看護学部4年生） 星山さん（左）と田中さん（右）
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平成30年6月～12月

6月1日
平成30年度認定看護師教育課程開講式

11月16日　防災訓練

11月22日　動物慰霊祭

9月8日　
県内市町村保健師採用合同説明会

11月22日
生物・化学分野卒業研究発表会

9月6日　研究倫理研修会

9月8日
平成29年度卒業生集まれ企画

7月10日
1年生スタートアップセミナー発表会

8月4日
オープンキャンパス

9月21日
3年生領域実習オリエンテーション

8月23日　FD研修会

12月14日
H30年度認定看護師教育課程　実習報告会

8月23日　FD研修会

9月8日　
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大学の活動紹介：看護実践国際研究センター

　2001年より交流協定を結んできたサモア国立大学（NUS）を
北山学長が公式訪問し、現地でのMOU （了解覚書）調印式を実
施しました。本学の学生にいつも温かく声かけ下さるNUS学長の
Asofou So教授は懇談会でも学生のことを話題になさり、新たな
両校の関係作りに積極的なご関心を示しました。かつて来日した元
NUS留学生との再会では、今やサバイイ島の看護のトップリーダー
として活躍したり、近隣国に学位取得の進学を果たした地域や臨床
の看護師たちが、さらに心身ともに成長した姿で駆け付け、2月の
国際看護実習を大歓迎すると約束してくださいました。

避難所運営の初動をやってみよう！
　町4区第4町内および上穂町区第5町内による初めての合同防災訓練

基礎看護学分野准教授　宮越 幸代

　8月26日（日）駒ヶ根市総合防災訓練当日、指定避難所となる本
学体育館を利用する住民が共同でより具体的な備えを進めるため
に、開設時の初動に体験型企画を実施しました。避難所運営に男女
共同参画は必須であり、弾性ストッキング試着や新聞紙で作る簡易
トイレ、非常持出袋などには特に女性の関心が集まりました。卒業
生からの記念贈呈品である発電機も町内が備える投光器が接続され
点灯確認できました。猛暑、停電、断水など発災後を思わせるリア
ルな設定の中、時間内で多くの皆さんと共同できたこの経験は、本
学として備えるべき対応を考える好機となりました。

中国揚州大学看護学院との学術交流 病態機能学分野教授　喬 炎

　近年、本学と中国揚州大学看護学院との学術交流は
益々盛んになっています。今年の8月10日に揚州大学
看護学院の劉

りゅう

佩
はい

健
けん

院長の来学に続き、9月2日に北山学
長が揚州大学を訪問して、正式に両学の国際学術交流
覚書（ＭＯＵ）に調印しました。揚州大学キャンパス
に両学の共同研究施設を設立することにも合意し、こ
の施設を運用してグローバルな共同研究を行うことが
期待されます。また、2019年5月25,26日に両学の共催
で日中看護国際フォーラムの開催が予定されています。
このほか、揚州大学大学院生2名と学部生1名が本学に
短期留学して、本学で看護研究と学生交流を行っている
ところです。

本学とサモア国立大学とのMOUの調印式をしました
基礎看護学分野准教授　宮越 幸代

本学と揚州大学看護学院とのＭＯＵ調印式
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今年度の同窓会パーティーは、2018年9月8日（土）、鈴風祭に合わせての開催となりました。
ゲストに北山秋雄学長をお迎えしました。　

同窓会からのお知らせ

平成30年度 第2回公開講座

第15回 長野県看護大学研究集会

　チンパンジーに学ぶ睡眠文化

座馬 耕一郎 （長野県看護大学　准教授）講　師

平成31年2月16日（土）13：30～15：00 （受付開始13：00）日　時

平成３１年3月20日（水）9：30～17：00 （予定）日　時

長野県看護大学　教育研究棟会　場

長野県看護大学　3階大講義室会　場

本学教職員、学生、看護職者ほか対　象

INFORMATION


