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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんのご入学を学生会一同、
心より歓迎いたします。念願の大学生活に胸を膨らませ、沖縄県立看護大学に入
学した日から早二か月が過ぎ、少しずつ大学生活にも慣れた頃だと思います。看
護大学ならではの講義や演習、実習など
があり、忙しくありながらも、有意義な
学生生活を送っていることと思います。
４月に行われた新入生球技大会、５月に
行われた渡嘉敷研修、そしてこれから行
われる看大祭など、高校生の時とは違っ

たイベントがたくさん企画されています。
　先生方・先輩方からは親身になってこれからの学生生活をより
良くしていくための貴重なアドバイスがいただけると思います。
まだ大学生活は始まったばかりです。これから共に頑張っていき
ましょう !

新入生への歓迎の言葉
「共に頑張っていきましょう」 学生会長　嘉数雄太

　私が沖縄県立看護大学に入学してか
ら２か月が経ちました。授業は講義中
心で進められますが、その中にはグ
ループワークも多く、たくさんの人の
意見や考え方を共有することができま
す。また、宿泊オリエンテーションや
渡嘉敷研修、新入生歓迎球技大会等の
年間行事やサークル活動を通して、先
輩方とも交流することができ、充実し
た学生生活を送っています。これから
課題も増え、６月には初めての実習と
なる早期体験実習が始まります。忙し
い日々になると思いますが、同じ目標
を持った仲間と支えあいながら頑張っ
ていきたいです。

看護学科１年次　大嶺沙和乃
　みなさんこんにちは。私は、母性看
護学実習での助産院見学をきっかけ
に、助産師を志すようになりました。
助産師は、命の誕生の場に関わると同
時に、女性の一生涯の健康を支援する
役割を担っています。日々の授業のみ
ならず、日常生活の中でも人とのコ
ミュニケーションを大切にし、感性豊
かな人間味あふれる助産師を目指しま
す。思い描いた助産師になれるよう、
これから一年間、別科助産専攻の仲間
たちと切磋琢磨しながら楽しく学んで
いきたいです。

別科助産専攻　上原綾香
　私は、本学の３期生として卒業後、
臨床で看護師として働いています。
日々の看護実践の中で悶々としている
事やジレンマの中、看護職者として自
己を見つめ直し、さらに高度な実践家
を目指すため大学院への進学を決意し
ました。仲間は様々な背景を持ってお
り、一緒に討議を行うことで刺激にな
り、多くの気づきや学びをもたらして
くれます。仕事と学業との両立は大変
だと思いますが、快く送り出してくれ
た家族や職場に感謝し、広い視野に
立って高度な保健看護が実践できる看
護職者を目指して、日々楽しく奮闘し
ていこうと思います。

博士前期課程　東嵩西寿枝
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　成人保健看護では、成人期にある人とその家族
を対象に行われる看護を学びます。対象となる年
代は青年期から向老期までと幅広く、健康レベル
も健康な人、健康状態が急激に急変し急性の状態
にある人、回復期、慢性期、終末期にある人を対
象とした看護をリハビリテーションや在宅を含め
て学習します。学習効果を高めるために講義、演習、
実習を組み合わせたカリキュラムとなっています。
演習では、学生が主体的に学習できるようにグルー
プワークや、患者や臨床現場の状況を再現し、安
全に繰り返して練習できるシミュレータを用いた

シミュレーション教育を取り入れた演習を行っています。学生たちは臨場感のある環境の中、楽しく学習
を進めています。さらに演習や実習では小グループ毎に教員がつき、学生の「学びたい」をサポートして
います。

みんなの「学びたい」をサポートします

成人保健看護　講師　赤嶺伊都子

多彩なカリキュラム内容で
　　　「学びたい」をサポート

　老年保健看護では、看護実践の前提として、
高齢者が幾重にも積み上げてきた歴史・文化、
知恵を強みとして捉え、当事者から聴くことを
出発点としています。
　授業では、高齢者の自己決定、生涯発達課題、
尊厳、サクセスフルエイジングを支えるために、
老いへの適応、セルフケア、ストレングス、地
域ケアを基盤に、看護の役割機能（相談・調整・
教育・直接ケア）をフル活用し、継続性・責任
性にこだわった、生かし生かされる地域づくり
をめざしています。その実現のために、研究成
果の中からデータや事例を用いて、学び合いの
授業づくりにチャレンジしています。「蒔いた
種は芽を出し、芽は伸びる」ということを肝に銘じ、看護の魅力を若い世代に継承していきたいと思います。

老年保健看護　准教授　佐久川政吉

蒔いた種は芽を出し、芽は伸びる

を

地
・
任

成
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た
銘じ、看護の魅力を若い世代に継承していきたいと思います。

老年保健看護　准教授　佐久川政吉

成人保健看護

老年保健看護
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　４月 24 日、25 日に糸満青少
年の家で１泊２日の新入生宿泊研

修が行われました。
　入所式に始まり、大湾学部長、

渡久山先生の講話、グループワー

ク、ウォークラリーなど学生間、
教員と学生間の仲を深めること

ができる内容になっていました。
野外炊飯では、学生会の先輩方

も加わって一緒にカレーライスを
作り、和やかな雰囲気の中楽し

い時間を過ごすことができました
。

　今回の研修で得たものを糧に学
生生活を充実したものにしてい

きたいです。この研修の運営やサ
ポートして下さった先生方、先

輩方ありがとうございました。そ
して学部１年次と別科助産専攻

の皆様、お疲れ様でした‼

看護学科１年次　平田まどか
研研研研

ーー
とととと
方方
し

　新入生宿泊研修は入学して初め
ての学内行事ということも

あり、これまでの緊張感をほぐす
とてもいい気分転換になり

ました。ウォークラリーでは、迷
子になりながらも皆で協力

しながらゴールすることができ、
学部生や先生方と一緒に

作ったカレーライスはとてもおい
しくできました。また、ス

トレングスカードを活用して行っ
た別科プログラムでは、友

人からの私の印象を聞くことがで
き、新しい自分を発見できました

。これから１年間助産師を目指し
ていく仲

間との絆が深くなった研修会にな
りました。

別科助産専攻　松川美咲

新しい自分きき 新新し新しいしい自分い自分分

　私たち沖縄県立看護大学軽音サークルは音楽のセッションを通し、学生
間の交流を深め、学生生活をより有意義なものにすることを目的として活

動しています。主な活動は授業終了後の 17：30 ～となっ
ています。サークル室内には楽器やアンプ類など設備も充
実しています。また、日々の練習の成果を看大祭や後夜祭
などで発表し、毎年大変な盛り上がりを見せています。
　サークルメンバーは、みんな初心者で楽器を触ったこと
がないところからスタートしています。音楽に興味のある
方は是非、軽音サークルへ気軽に来てください！見学だけ
でも全然OKですよ！

軽音サークル長　城島健人

間 交流 深

した皆様、ありがとうございました。

准教授　大川嶺子

サークル活動紹介学生の
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　私は今年の３月に沖縄県立看護大学看護学部を卒業しました。そこでは、80 人の仲間と４年間を
通して看護の知識や技術、態度を学んでいきました。大学生活で印象に残っていることの１番といえ
ば看護実習です。実習では様々な患者さんと関わるなかで自己の看護観が豊かになり、そして、将来
進みたい領域を選択する際とても重要な経験となりました。

　私は看護大学を卒業して助産師になるために進学という道へ進みました。この１年は私をさらに成長させてくれる経験が
出来ると思いながら、日々学んでいます。そして、看護学部の仲間はそれぞれが選択した場所や領域で活躍していると思い
ます。卒業と共に皆異なる環境で新たな出発を迎え、これからそれぞれの夢に向かって羽ばたいていくことを楽しみにする
とともに、80 人の仲間との出会いを大切にしていきたいと思います。

看護学科　佐久川明希
80 人の仲間との出会いを大切に

　私は今年の３月に沖縄県立看護大学看私は
通して看護の知識や技術、態度を学んで通
看護実習です。実習では様々な患者さば看

進みたい領域を選択する際とても重要な進
　私は看護大学を卒業して助産師になるために進学という道へ
出来ると思いながら、日々学んでいます。そして、看護学部の
ます。卒業と共に皆異なる環境で新たな出発を迎え、これから
とともに、80 人の仲間との出会いを大切にしていきたいと思い

80 人の仲間との出会い8

　１年間という短期間で、助産師としての専門的な知識や技術、態度を習得するのは簡単な事ではあ
りませんでしたが、その先には、想像を超える達成感と新たに成長した自分が待っていました。多様
な価値観をもった仲間たちと支え合い、辛い実習や課題を乗り越えられた経験が、今では大きな自信
となっています。別科助産専攻では、女性やその家族を支援する責任の重さと、助産師という道を選

んだ自分自身を誇れるような出逢いや授業が多くありました。妊産婦さんをはじめとする周囲の協力により、今、助産師と
しての自分がいる事を忘れず、これからも自己研鑽を積んでいきます。

別科助産専攻　宮城桃子
別科助産専攻での経験が大きな自信に

　私は八重山病院に勤務しながら包括的専門看護師の道を選択し学んできました。働きながら学ぶこ
とや離島から通うことの大変さは、予測はしておりましたが、何度かくじけそうになったこともあり
ました。しかし、職場の同僚や上司、恩師、一緒に学業に励む仲間や大学院の先生方、そして家族の
温かい励ましの言葉に支えられながら無事終了することができました。感謝の気持ちで一杯です。

　3 年間の大学院の講義や実習をとおして島々のことが見えてきました。関心を持つということがこんなにも島の弱みも強み
も含め島の豊かさを気づかせてくれることを実感する機会になりました。八重山諸島には多くの島々があり、島から学ぶこ
とがたくさんあります。「小さい島だからこそできる」ことを活かし、最後まで島で暮らしたいと願う住民の思いに沿えるよ
う保健医療福祉との連携システムを構築し島しょ看護の実践に向け仲間づくり、人材育成に取り組んでいきたいと思います。

博士前期課程　　宮良久美江
人生の中で最も充実した 3年間

て す
出逢いや授
これから

　私は八重山病私は八
とや離島から通と
した。しかしまし

温かい励ましの温か
　3 年間の大学院の講義や実習をとおし
も含め島の豊かさを気づかせてくれるこも含め島の豊かさを気づかせてくれるこ
とがたくさんあります。「小さい島だか
う保健医療福祉との連携システムを構築

人生の中人

いを大切にの出会い

　１年１年
りませりま
価値な価

となっとな

別科別

とな
んだ自分自身を誇れるような出
しての自分がいる事を忘れず、
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知識の泉を育みます！

　基礎看護の助教に着任しまし
た高橋です。沖縄での生活も 6
年目となり、雪国生まれの私も
20 度を下回ると寒いと感じる
体になりました。人間はいくつ
になっても環境に適応していく
力があることを、我が身を通し
て学んでおります。今後もさま
ざまなものと相互浸透して、教

育・研究に貢献できる人間になれるよう精進していきた
いと思います。よろしくお願いします。

基礎看護　助教　高橋幸子
　４月 1 日より成人保健看護の
教授に就任いたしました山本敬
子です。横浜から来ました。趣
味はヨーロッパ旅行と美術館巡
りです。特にゴッホ、ダリ、ピ
カソが好きです。昨年から、タ
ヒチアンダンスを始めました
が、「腹踊り」の域を出ていま
せん。

　沖縄に来て、2ヶ月しか経っておりませんが、水が合っ
ているのか、ずいぶん前から住んでいたような錯覚すら
覚えます。なんといっても、石畳の小道やハイビスカス
の咲く庭園、ステンドグラス、ドームのある小洒落た校
舎、エレベータではなく階段の昇降せざるを得ない環境、
そのようなキャンパスをとても気に入っています。
　私のミッションは、「揚げ物もたばこもお酒もお菓子
も大好き、運動は嫌い」という県民の生活習慣の改善に
一躍を担う専門家を育てることです。どうぞよろしくお
願いいたします。

成人保健看護　教授　山本敬子

　老年保健看護の助
手に着任しました伊
牟田です。私は本学
の３期生で卒業後 10
年が経ちます。この
間、実践・教育・研
究を通して看護にお
ける自己の課題に取
り組んできました。

私自身はまだまだ微力ですが、学生の力、高齢者・家族
の力、現場・地域の力を借りながら勤めていきたいと思
います。また、研究においては、沖縄の高齢者、とくに
要介護高齢者のたくましさ、すばらしさを発信していき
たいです！どうぞよろしくお願い致します。

老年保健看護　助手　伊牟田ゆかり

　２年間の東京事務所勤務で、
全身が色白になっていました
が、沖縄の熱い太陽を浴びたら
あっという間に元の小麦色で
す。今朝、コンビニでツナパン
を買ったら、「温めますか？」
と聞かれました。しみじみ、沖
縄に帰ってきたんだなぁ～と思
いました（笑）。
　さて、県立看護大学のキャン

パスは学生・教職員が、一日を共に過ごす大切な場所です。
お互いが気軽に声を掛け合い、笑顔溢れ、活気に満ちた
スペースになればいいと期待しています。私は表情が堅
いので、恐い人に見られるそうです。でも、内面はいつ
も愉快なことを考えています。また、外見で外国の偉い
人に似ているとも言われますが、何語でもいいですので、
気軽に声をかけてもらえると嬉しいです。
　ちなみに、私の母国語・思考語はやんばる方言で、中
国語と英語はカウンター会話程度なら話せます。
　あっ、それから日本語は復帰後ずっと勉強中です。
　さぁ、皆さん、今日も元気にキャンパスライフを送り
ましょう！

事務局長　金城　健

附属図書館

の紹介

　附属図書館へようこそ！当図書館は専門図書や
雑誌が豊富なことに加えて、WiFi 対応貸出用ノー
トパソコンが 50 台、グループ学習室が６室、据
置パソコンを利用できる学習個室が４室・８机と
機器・設備が充実していることが特徴です。ゆとりのある空間も好評で、特に広々
とした全面ガラス越しに緑の庭園が望める奥側の閲覧・学習スペースは、落ち着い
た雰囲気と癒やしの感覚がお気に入りの学生・利用者でいつもいっぱいです。

主査　桃原幹雄
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2015(平成27)年６月30日

学　長　嘉手苅英子　　学部長　大湾明美　　　学生部長　金城芳秀　　　図書館長　神里みどり　
教　授　山本敬子　　　准教授　上原和代　　　准教授　大川嶺子　　　准教授　賀数いづみ
准教授　金城　忍　　　准教授　謝花小百合　　准教授　牧内　忍　　　准教授　宮里智子
助　教　高橋幸子　　　助　手　伊牟田ゆかり

事務局長　金城　健　　　主　査　伊波　亨　　　主　査　溜　陽子　　　主　査　今井和美
主　事　森　哲人　　　主　査　桃原幹雄

学　長　前田和子　　　准教授　小池秀子　　　助　教　與座千代子　　助　手　伊良波理絵
事務局長　新城　清　　　主　査　美里敏則

主　査　砂川真喜子　　主　査　松川善樹　　　主　任　砂川祐矢　　　主　任　松澤裕子


