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　私は沖縄県の母子保健に携わりたいという想い
で別科助産専攻に入学しました。前期は講義やグ
ループワーク、演習、課題と忙しい毎日ですが、沖縄
県の現状や、助産師の役割の幅広さなど、自分の興
味のある分野について深く学ぶことができ、充実し

comment

　今年は、例年とは違いたくさんの制限がある中での
スタートで新しい環境に慣れるのが難しく緊張してい
ました。でも、授業ではグループ活動が多くて、他者と
意見交換したり様々な考えを共有したりして楽しく学
ぶことができています。実習や課題など大変と感じるこ
ともあると思いますが、沖縄県に貢献できる看護職者
を目指し、同じ夢を持つ仲間と支えあいながら4年間
頑張っていきたいです。

金元 麗瑚看護学部1年次

新垣 杏樹別科助産専攻

前泊 貴大
大学院

博士前期課程1年次

comment

　私は病院に勤務しながら、大学院へ入学しました。
夜勤もしながらの勤務と大学院の課題や授業との両
立は思っていたよりもとても大変で、限られた時間を
効率よく活用するため、試行錯誤しながら頑張ってい
ます。一方で、日々の学びはとても感動的で、看護の奥
深さを痛感するとともに、「入学して良かった」と強く
実感しています。協力してくれる妻と息子にも感謝し
ながら、研究活動を進めていきたいです。

comment

た日々を過ごすことができました。今年はCOVID-19
の影響で不安な時期もありましたが、励まし合える仲
間の存在や、実習調整に奔走してくださった先生方の
おかげで、無事に助産実習をスタートできました。実
習を受け入れてくださった方々に感謝しながら、真摯
に母子と向き合い、学びを深めたいと思います。

新入生の声
Freshman's voice
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　例年、1年生は、入学オリエンテーションや宿泊研修で先輩と交流する機会があり、“学生生活を
楽しく過ごすコツ”を教えてもらったり、サークルを紹介してもらったりと、学生生活を楽しく過ごす
ためのサポートを得て、学生生活に馴染んでいきます。しかし、今年は新型コロナ感染症流行拡大
の影響で研修やオリエンテーションは取りやめとなったため、1年生にその機会はなく、学生生活に
馴染めずにいる様子の1年生もチラホラとみられました。そこで、開催されたのが「1年生集まれ！」
の会。先輩から1年生に“学生生活を楽しく過ごすコツ”が伝授され、また、サークル紹介や図書館職
員による図書館利用についての説明も行われました。1年生が少しでも早く学生生活に馴染み、楽
しく過ごせるよう、先輩学生も教職員もサポートしていきます！

グループ担当教員について
学年毎に学生は20名ずつのグループに分けられ、それぞれのグループに担当教員２人が割り振ら
れ、担当教員は、学習・生活（経済面も含めて）・健康に関する相談窓口になります。
その他、各学年のグループ担当教員が集まった年次会が、その学年ごとに様 な々支援を行っています。
例えば…

今回は、３年次部会が行っている就職活動支援セミナーについて紹介します。

「1年生集まれ！」 特集

They gather first grader

「1年生集まれ!」の会

学生生活を楽しく過ごすコツ

茶道サークルの紹介 アジア保健医療研究会の紹介

沖縄県立看護大学の学生支援

1年次部会 ●学生生活への支援（予防接種スケジュールの確認）

2年次部会 ●実習へ向けた支援（予防接種の確認含む）

3年次部会 ●実習、学習の確認　●就職活動支援セミナーの開催

4年次部会 ●就職活動支援セミナーの開催　●国家試験へ向けた支援

Q.就職活動支援セミナーってど
のようなことをしているの？

A.県内医療機関の就職説明会
や、卒業生による講話「就職先
の決め方」などを開催してい
ます。また、就職活動のため
の、「マナー講座」や、「履歴書
の書き方講座」、「小論文対策
講座」などを企画
しています。

Q.卒業生による講話「就職先の
決め方」って何ですか？

A.就職活動について先輩方の体
験談を聞く会です。沖縄県立
看護大学を卒業して看護師、
保健師、助産師として働いて
いる先輩方がどのように就職
先を決めたか、その際に重要
視した点は何か、働いてみて
どうかなど、実際の体験談が
聞ける機会です。先輩から直
接学べるチャンスです!!

宮里 智子1年次部会
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　2020年春開講の小児保健看護Ⅱ（3年前期）は、1-2回オンデマンド、3-12回教室での対面、
13-14回Zoom、15回オンデマンド、そしてオンライン期末試験と新型コロナウイルスの第一波
（3-4月）、第二波（7-8月）に合わせ授業方法を変更しました。新しい授業方法や学習ツール、相次
ぐ変更の中、授業と試験にしっかり取り組んだ学生皆さんのがんばりに敬意を表します。新しい生
活様式になじみつつ大学生活を楽しみましょう。

オンライン授業　小児保健看護Ⅱ 学内実習　クリティカル・緩和ケア実習

　看護の方法について、「知る」「わかる」段階から「使う」「実践できる」段階に到達させるために
臨地実習は不可欠な過程である。しかし、今年はコロナの影響で病院実習ができず、病棟を模し
た教室で、学生はシミュレーター（人形）や模擬患者を相手に、創（きず）や全身の観察および患者
指導などの看護ケアをおこなっていた。今話題の鬼滅の刃のように、学生は「全集中…ケアの心」
とゾーンに入り、教員は心の中で「頑張れ、学生！頑張れ、君はよくやってきた！君はできる！」と
エールを送っていました。

W i t h  コ ロ ナ で の 授 業 W i t h  コ ロ ナ で の 授 業病院や福祉施設での実習が厳しい

時期は学内で実習が行われました。

上原 和代小児保健看護 謝花 小百合成人保健看護
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　「実際の病棟実習に一歩でも近づけるために最大限の努力をする」という目標を掲げ、一致団結して
初めてのオンライン実習の準備を進めていきました。オンライン実習では、シナリオ、事例、場面設定、評
価方法の検討はもちろんのこと、自宅からZoomで実習に参加している学生と「場面」を共有するための
カメラワークや教員の演技力も大切な構成要素だと学びました。
　参加した学生からは、「オンライン実習のイメージがつかず不安だったが、やってみると実際に実習し
ている感じがした」、「オンライン実習だからこそ、ゆっくり考えながらケアをすることができた」、「根拠を
理解していないと人に伝わるような説明ができないので、助産実習に向けて学習を深める」などの意見
を聞き、教員たちの緊張が解けホッと胸を撫で下ろしました。
　「○○だからできない」ではなく、「前例がなければ作ればよい。まずはやってみる」という考え方のもと
でまずはチャレンジ。その結果、多くの学びや発見を得ることができました。皆さんも「今だからこそでき
る事」に挑戦してみませんか。「きっとあなたの前には未来への道が続いているはず」。

W i t h  コ ロ ナ で の 授 業

　高齢者といえば、どんなイメージを持っていますか？
　老年保健看護実習で重視しているのは「ものの見方は一つじゃない」という考え方です。
　今回、実習に出向くことができず、学内での実習となりました。そこで学生の想像力をフル動員です。認知症高齢
者のドキュメント番組から看護が必要と感じた場面を提案、再現し学ぶプログラム
に取り組みました。
　学生はそれぞれに看護場面を再現し、なぜそういう展開なのか、想像したことを
言葉にし、お互いの高齢者に対するイメージ、「ものの見方」を表現、討議します。
　ひとりのモデルとなった認知症高齢者への支援について、学生の想像力を活用し
てつくり上げたプログラムは、ものの見方は一つじゃないこと、いろいろな看護があ
ることを体感できるものとなりました。

W i t h  コ ロ ナ で の 授 業

学内実習　老年保健看護実習

　「在宅保健看護実習」は４年次開講科目で、在宅の対象者（乳幼児から高齢者）と家族の健康問題を総合的に理
解し支援技術を学習するため、訪問看護師と一緒に支援していきます。令和２年度はコロナ禍により学外での実習
が難しくなり学内となりました。しかし、対象者・家族の協力を得て、生活や病気等のリアルな情報を提供していただ
き、訪問看護師による遠隔（オンライン）や対面による指導を受けることで、現実に即した看護過程を展開することが
出来ました。
　みなさんが活躍する未来は、在宅や生活者を軸とし
た地域包括ケアシステムにおける看護職者の役割が重
要性を増すでしょう。役割を果たすための科目として、
「在宅保健看護実習」は生活者の視点から学べる科目と
して位置づけられています。

学内実習　在宅保健看護実習

オンライン実習　助産実習（NICU）

田場 由紀老年保健看護 西平 朋子別科助産専攻

佐久川 政吉島嶼・在宅保健看護
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　今回、実習に出向くことができず、学内での実習となりました。そこで学生の想像力をフル動員です。認知症高齢
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学内実習　老年保健看護実習

　「在宅保健看護実習」は４年次開講科目で、在宅の対象者（乳幼児から高齢者）と家族の健康問題を総合的に理
解し支援技術を学習するため、訪問看護師と一緒に支援していきます。令和２年度はコロナ禍により学外での実習
が難しくなり学内となりました。しかし、対象者・家族の協力を得て、生活や病気等のリアルな情報を提供していただ
き、訪問看護師による遠隔（オンライン）や対面による指導を受けることで、現実に即した看護過程を展開することが
出来ました。
　みなさんが活躍する未来は、在宅や生活者を軸とし
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学内実習　在宅保健看護実習

オンライン実習　助産実習（NICU）

田場 由紀老年保健看護 西平 朋子別科助産専攻

佐久川 政吉島嶼・在宅保健看護

かせかけ沖縄県立看護大学 広報誌 vol.336 かせかけ沖縄県立看護大学 広報誌 vol.33 7



　私たちアジア保健医療研究会（通称：アジ保）は、「い
ろんな国の人と仲良くなりたい！」「外国語を話せるよう
になりたい！」という学生が多く所属しているサークルで
す。活動は、メンバー同士での英会話レッスンをはじめと
し、看大祭での出店、大学が提携している海外の学校か
らの研修生と交流などを行っています。自分のことを外
国語で伝えるのは少し難しく感じるときもありますが、
交流を通して相手の国はもちろん、日本や沖縄の文化に
ついても新たな発見がたくさんあり、自分の視野を広げ
ることができます！興味がある方はぜひ、一緒にアジ保
の活動を盛り上げていきましょう♪

アジア保健医療研究会

サークル紹介
地域密着型ボランティアから
国際イベントまで、看護大学では
多様なサークル活動が行われています。

湖城 祐美

　私達スポーツ全般サークルは、スポーツ（主にバレー
ボールをやっています）を通して、先輩後輩同級生との
交流や親睦を深めたいという思いから生まれました。高
校までの部活動とは違い参加は自由で、誰でも気兼ね
なくスポーツを楽しむ事ができます。初心者の人でも楽
しめるようになっていますので、運動に自信がない人で
も大歓迎です。もちろん、他のサークルとの掛け持ちも
OKな自由なサークル
です。皆さんと楽しくス
ポーツができるのを
サークルメンバー一同
楽しみにしています。

スポーツ全般サークル 照屋 幹&大底 佐伎

　私たちは、約50人のサークルメンバーでワイワイ楽し
く活動しています。基本はダブルスでの試合で、毎試合
ずつ組む人が変わるので、友達を増やしたい方、他学年
との交流をしたい方大大大歓迎です（あと、痩せたい方
も！）まだ入りたいサークル決まってないそこの君！！み
んなで青春を打ち合ってみ
ませんか？キャンパスライ
フを楽しみたかったら、バ
ドするしかないっしょ！新
メンバーいつでも募集中！
未経験者が多いので、気軽
に毎週木曜日体育館をの
ぞいてね！お待ちしており
まーす。

バドミントンサークル 具志堅 睦

　こんにちは、三線サークルです。私たち三線サークル
は、沖縄独自の文化の1つである三線の演奏を通し、学
年を超えた交流や、国境を越えた異文化との交流を行っ
ています。サークル活動では、本格的な沖縄の民謡から
J-popまでそれぞれが好きな曲を演奏し、時には教えあ
いながら三線を楽しんでいます。また、学園祭での演奏
はもちろんのこと、沖縄の文化を体験するサークルとし
て、海外の研修生と一緒に演奏するなど異文化交流も
行っています。経験者しかいないのかな？と思っている
方、三線を弾いたことない、
県外出身で初めて見た!!とい
う人も在籍し、今では三線の
演奏を楽しんでいるので、ぜ
ひ遊びに来てください。

三線サークル 安和 夏希
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本学の国際交流は、ハワイ大学及び台北医
学大学（TMU）との学術交流協定を柱に進め
られてきました。2001年に始まったハワイ研
修はこれまでに19回開催され、本学から計
304名の学生が参加しています。また、ハワイ
大学傘下のカウアイ・コミュニティ・カレッジ
（KCC）の研修生を受け入れる機会もあり、教
員同士の繋がりも深まっています。近年では
TMUとの交流も活発になってきており、2016
年と2019年にはTMU研修生が本学の研修
プログラムに参加しました。海外からの研修生
受け入れの際は、本学のボランティア学生が三
線、茶道といった文化イベントで研修生をもて
なし、大学紹介や観光案内でも活躍していま

す。これからも、本学の学生が積極的に参加し、
「楽しく学べる」国際交流イベントを企画・運営
していきたいと思います。

今年度はコロナウィルス感染拡大の影響で
海外の学生との研修交流が出来なかったた
め、学内にてZoomを用いて台湾の学生とオン
ライン交流会を行いました。第1回目の交流会
では、「コロナによる生活の変化」というテーマ
のもと、双方の学生の混合チームを4グループ
に分けてディスカッションを行いました。英語
を使った初めてのオンライン交流会ということ

もあり、緊張や慣れ
ない部分もありまし
たが、楽しみながら交流することが出来ました。
この交流を通して、お互いの国のコロナによる
生活の変化や台湾の学生の現状、他国の人と
話す事の楽しさを知り、英会話をもっと学びた
いと刺激を受けました。今後も、このような活
動に積極的に参加していきたいです。

台北医学大学とのオンライン交流会（第一回）

異国の人々、文化とのふれ合いは
かけがえのない学びの場

新里 仁香2年次

国際交流

本学の国際交流の概要

コロナウィルスの感染拡大は本学の国際交
流事業にも多大な影響を及ぼし、昨年度3月に
予定されていた台湾研修、そして今年度7月に
予定されていたTMU研修生受け入れも中止と
なりました。コロナ禍の中、国際交流室運営委
員会では、本学の学生とTMU学生が交流でき
る代替イベントを模索していました。TMU側の
協力もあり、7月と9月にオンライン交流会を開
催することができました。交流会に向けた英会
話レッスンやプレゼンの練習など、本学の学生

も積極的に交流会に取り組みました。本稿で
は、交流会に参加した15名の学生のうち2名
の体験記を紹介します。

9月15日に行われた2回目のオンライン交流
会には、夏休み期間中ということもあり、それぞ
れの自宅からZoomを通して参加しました。こ
の交流会では「コロナ禍でどのようなサポート
が高齢者におこなわれているのか」について、
双方の学生を混合2チームに分けてディスカッ
ションしました。初回に比べるとテーマの難易
度が上がったと感じた場面もありましたが、前

回の交流で学んだ相
手にわかりやすく伝
えるコツや、英会話
学習を通して身につけたスピーキング力を活か
して、より積極的に交流に参加することができ
ました。今後もこのような機会を定期的に持つ
ことで、国際的な視野を広げるきっかけになれ
ばと考えています。

台北医学大学とのオンライン交流会（第二回）

国際保健看護では、国際協力や在日外国人への看護に
ついて、JICAの職員や海外青年協力隊経験者、国際支援
NGOの職員の講話からその実際を学んでいます。また、国
際機関や国、自治体が発表しているデータから日本や世
界における健康課題等を考えます。また、JICA研修員等
に対し、学生が、直接英語でその国の健康課題に関するイ
ンタビューを行うことで異文化理解を深め、文化ケアの理
論と結びつけて考える機会を作っています。

国際保健看護　講義・演習
台北医学大学とのオンライン交流

山口 賢一国際交流室運営委員長

知念 真樹地域保健看護

比嘉 里々子2年次
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【地域保健看護】　今回のオープンキャンパスでは、地域、島嶼、国際の分野をまとめて動画を作成しまし
た。地域では、公衆衛生看護を地域で展開する保健師の適切な動画が見つからず苦労しました。島嶼や
国際の演習部分は、離島で演習を行う様子や、
JICAでのインタビューの動画を見てもらい、イ
メージしてもらうことができたと思います。また、
COVID-19の影響があっても工夫して演習して
いる様子を知っていただけるよう説明も加えま
した。（担当：知念真樹）

【精神保健看護】　精神領域は特に、人
と人との関わりをメインに学習するの
で、人形を使った看護技術の学習はあ
りません。そのため、webオープンキャ
ンパスと聞いた時に、どうすれば精神領
域の様子が伝わるかを考えるのに苦労
しました。今回は学生に協力していただ
き、実習前の演習で行うロールプレイの
風景を撮影しました。（担当：森下智基）

【成人保健看護】　紹介動画では、演習のロールプレイや
シミュレーションの様子、講義風景など成人保健看護の学
習の様子がイメージできる場面を取り入れています。撮影
は、学生の皆さんや先生方のご協力を頂きました。ロール
プレイで行う自己健康管理支援には、自己の身体状態を知
るための支援も含まれており、通常行われているオープン
キャンパスでは、体組成や最終糖化産物値の測定など参
加者の体験も行っています。（担当：宮城裕子）

【小児保健看護】　今回のWebオープンキャンパス動画は、小児保健看護領域4年間の学習過程を
伝えることで、子どもと家族の看護、保健に興味を持ってもらえたらいいなと思って作成しました。こ
の動画を見て、「看護大学は楽しそうだな♪」「ぜひ、看護大学で学びたい！」という気持ちが湧いてき
たら嬉しいです！撮影や動画、画像提供にご協力いただいた在学生のみなさん、ありがとうございま
した。（担当：鈴木ミナ子）

【母性保健看護・助産】　『LOVE＆命の誕生』をテーマ
に母性保健看護・助産領域の教員の熱い思いと大学
での学びをどう表したらいいのか悩みました。2年次と
4年次の助産学生の協力のお陰で、普段の授業の様子
（学生の生き生きした様子）を撮影することができまし
た。少しでも大学で学ぶ雰囲気が伝われば嬉しいです。
（担当：知念久美子）

オープンキャンパス

動画作成秘話

Web

令和２年度のオープンキャンパスは、
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、オンラインで開催しました。
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【地域保健看護】　今回のオープンキャンパスでは、地域、島嶼、国際の分野をまとめて動画を作成しまし
た。地域では、公衆衛生看護を地域で展開する保健師の適切な動画が見つからず苦労しました。島嶼や
国際の演習部分は、離島で演習を行う様子や、
JICAでのインタビューの動画を見てもらい、イ
メージしてもらうことができたと思います。また、
COVID-19の影響があっても工夫して演習して
いる様子を知っていただけるよう説明も加えま
した。（担当：知念真樹）

【精神保健看護】　精神領域は特に、人
と人との関わりをメインに学習するの
で、人形を使った看護技術の学習はあ
りません。そのため、webオープンキャ
ンパスと聞いた時に、どうすれば精神領
域の様子が伝わるかを考えるのに苦労
しました。今回は学生に協力していただ
き、実習前の演習で行うロールプレイの
風景を撮影しました。（担当：森下智基）

【成人保健看護】　紹介動画では、演習のロールプレイや
シミュレーションの様子、講義風景など成人保健看護の学
習の様子がイメージできる場面を取り入れています。撮影
は、学生の皆さんや先生方のご協力を頂きました。ロール
プレイで行う自己健康管理支援には、自己の身体状態を知
るための支援も含まれており、通常行われているオープン
キャンパスでは、体組成や最終糖化産物値の測定など参
加者の体験も行っています。（担当：宮城裕子）

【小児保健看護】　今回のWebオープンキャンパス動画は、小児保健看護領域4年間の学習過程を
伝えることで、子どもと家族の看護、保健に興味を持ってもらえたらいいなと思って作成しました。こ
の動画を見て、「看護大学は楽しそうだな♪」「ぜひ、看護大学で学びたい！」という気持ちが湧いてき
たら嬉しいです！撮影や動画、画像提供にご協力いただいた在学生のみなさん、ありがとうございま
した。（担当：鈴木ミナ子）

【母性保健看護・助産】　『LOVE＆命の誕生』をテーマ
に母性保健看護・助産領域の教員の熱い思いと大学
での学びをどう表したらいいのか悩みました。2年次と
4年次の助産学生の協力のお陰で、普段の授業の様子
（学生の生き生きした様子）を撮影することができまし
た。少しでも大学で学ぶ雰囲気が伝われば嬉しいです。
（担当：知念久美子）

オープンキャンパス

動画作成秘話

Web

令和２年度のオープンキャンパスは、
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、オンラインで開催しました。
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【別科助産専攻】　別科助産専
攻の特徴や雰囲気がわかるよう
な内容を発信できればと思い、
分娩介助や産科医師から直接指
導を受ける会陰縫合演習の場面
を選択しました。実習に向けて一
生懸命取り組む助産学生の姿勢
が伝わる画像にこだわりました。
（担当：大城早苗）

【老年保健看護】　動画作成でこだわった点は、看護を目指す学
生さんに高齢者看護の魅力をどう伝えるかということです。そこ
で、学習の際に重視している「ものの見方は一つじゃない」という
考え方を基に “高齢者をポジティブな側面で捉えると超高齢者
社会は知恵持ちの多い豊かな可能性に満ちた社会である”という
メッセージが伝わるよう、使用する言葉や具体例など工夫しなが
ら作成しました。興味のある方は是非ご覧いただけると嬉しいで
す。（担当：光来出由利子）

【基礎看護】　基礎看護領域の動画の材料として、１・2年生の授業の様子を撮影させてもらいまし
た。学生のみなさんにご協力いただいたおかげで、授業を見学に来たような、素（す）の授業風景を
お伝えすることができたかな、と思っています。（担当：栗原幸子）

Q1.UNIPAって何？いつから導入されたの？
A1. 休講や教室変更など大学からのお知らせや、授業開始の案内をスマートフォンやPCから確認
できるシステムのことです。2020年4月より、学生サービスの向上を目的にユニバーサルパス
ポート（ユニパ。UNIPA）を導入しました。

Q2.UNIPA導入後の変更点は何？
A2. これまで授業の情報などは大学内の掲示板を見て確認していましたが、UNIPAの導入により
スマートフォンなどで最新の情報が確認できるようになりました。他にも、自身の時間割や取得
単位数も確認できるポータルシステムとなっています。

～担当者からのメッセージ～
　大学では自ら学んでいくことがとても大切なので、いつでもどこからでも大学情報が確認できる
UNIPAが学生の皆さんの学びを深める助けになってほしいと思っています。

看護大学のより良い教育環境づくりへの取り組み

UNIPA導入しました

事務局学務課　学部事務担当
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【別科助産専攻】　別科助産専
攻の特徴や雰囲気がわかるよう
な内容を発信できればと思い、
分娩介助や産科医師から直接指
導を受ける会陰縫合演習の場面
を選択しました。実習に向けて一
生懸命取り組む助産学生の姿勢
が伝わる画像にこだわりました。
（担当：大城早苗）

【老年保健看護】　動画作成でこだわった点は、看護を目指す学
生さんに高齢者看護の魅力をどう伝えるかということです。そこ
で、学習の際に重視している「ものの見方は一つじゃない」という
考え方を基に “高齢者をポジティブな側面で捉えると超高齢者
社会は知恵持ちの多い豊かな可能性に満ちた社会である”という
メッセージが伝わるよう、使用する言葉や具体例など工夫しなが
ら作成しました。興味のある方は是非ご覧いただけると嬉しいで
す。（担当：光来出由利子）

【基礎看護】　基礎看護領域の動画の材料として、１・2年生の授業の様子を撮影させてもらいまし
た。学生のみなさんにご協力いただいたおかげで、授業を見学に来たような、素（す）の授業風景を
お伝えすることができたかな、と思っています。（担当：栗原幸子）

Q1.UNIPAって何？いつから導入されたの？
A1. 休講や教室変更など大学からのお知らせや、授業開始の案内をスマートフォンやPCから確認
できるシステムのことです。2020年4月より、学生サービスの向上を目的にユニバーサルパス
ポート（ユニパ。UNIPA）を導入しました。

Q2.UNIPA導入後の変更点は何？
A2. これまで授業の情報などは大学内の掲示板を見て確認していましたが、UNIPAの導入により
スマートフォンなどで最新の情報が確認できるようになりました。他にも、自身の時間割や取得
単位数も確認できるポータルシステムとなっています。

～担当者からのメッセージ～
　大学では自ら学んでいくことがとても大切なので、いつでもどこからでも大学情報が確認できる
UNIPAが学生の皆さんの学びを深める助けになってほしいと思っています。

看護大学のより良い教育環境づくりへの取り組み

UNIPA導入しました

事務局学務課　学部事務担当
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のぞいてみよう！
演習って何?

看護大学

!

Okinawa Prefectural College of Nursing

英語Ⅰは日常生活や様々な場面で必要と
される英語の表現法を学び、インプットとア
ウトプットを効果的に学習します。総合的な
英語力を身につけられるよう、e-learning
とvirtual libraryでさらに学習を深めます。
1年生の前学期に開講される科目ですが、
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響
でオンライン学習を中心に、分散で対面授
業を実施しました。授業では各ユニット導
入と概要、文法や発話練習を行い、動画の

テーマについてペアやグループで、感情表
現や語彙を意識してコミュニケーションの
演習に取り組みました。virtual libraryの
e-bookで多聴多読を行い各レベルの洋
書を継続的に読みました。先人の知恵や思
いがけない出来事、心躍る瞬間に触れるこ
とができる洋書の多読が、英語学習と併せ
て人生の要素を考える大切な機会になる
ことを期待しています。

子どもの頃、病気や怪我で入院したこと
はありますか？不安な入院生活だった人も
いると思います。入院している子どもやご家
族が少しでも安心して過ごせるように、そし
て早くよくなるように支援する方法を学習
するのが、小児保健看護演習です。この科目
では子どもたちが入院する病院での実習前
の1週間、子どもの看護をしているとよく出
会う病気や治療、そして病気に罹った子ど

もと家族への看護について模擬事例を通し
て学習します。特に看護については、病室に
見立てた実習室で実際にケアを行ってみ
て、そのケアについてみんなで話し合うシ
ミュレーション学習と呼ばれる授業も行っ
ています。どの授業もグループでのディス
カッションが中心で、学生さんたちは子ども
や家族へのよりよいケアの方法をみんなで
協力して楽しく学習しています。

小児保健看護演習 ～みんなで学ぶ子どもと家族の看護～

3・4 年次の実習前には実習に必要な知識、
看護技術を学ぶための演習科目があります。

どんな風にしたらよいかみんなで相談タイム ベッドの中の子どもから見る世界って
どんなだろう！？

グループごとにディスカッション

子
ど
も
の
血
圧
測
定
っ
て
難
し
い
！

山本 真充小児保健看護

山城 綾子教養科目 英語Ⅰ
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のぞいてみよう！
演習って何?

看護大学

!

Okinawa Prefectural College of Nursing

英語Ⅰは日常生活や様々な場面で必要と
される英語の表現法を学び、インプットとア
ウトプットを効果的に学習します。総合的な
英語力を身につけられるよう、e-learning
とvirtual libraryでさらに学習を深めます。
1年生の前学期に開講される科目ですが、
今年度は新型コロナウイルス感染症の影響
でオンライン学習を中心に、分散で対面授
業を実施しました。授業では各ユニット導
入と概要、文法や発話練習を行い、動画の

テーマについてペアやグループで、感情表
現や語彙を意識してコミュニケーションの
演習に取り組みました。virtual libraryの
e-bookで多聴多読を行い各レベルの洋
書を継続的に読みました。先人の知恵や思
いがけない出来事、心躍る瞬間に触れるこ
とができる洋書の多読が、英語学習と併せ
て人生の要素を考える大切な機会になる
ことを期待しています。

子どもの頃、病気や怪我で入院したこと
はありますか？不安な入院生活だった人も
いると思います。入院している子どもやご家
族が少しでも安心して過ごせるように、そし
て早くよくなるように支援する方法を学習
するのが、小児保健看護演習です。この科目
では子どもたちが入院する病院での実習前
の1週間、子どもの看護をしているとよく出
会う病気や治療、そして病気に罹った子ど

もと家族への看護について模擬事例を通し
て学習します。特に看護については、病室に
見立てた実習室で実際にケアを行ってみ
て、そのケアについてみんなで話し合うシ
ミュレーション学習と呼ばれる授業も行っ
ています。どの授業もグループでのディス
カッションが中心で、学生さんたちは子ども
や家族へのよりよいケアの方法をみんなで
協力して楽しく学習しています。

小児保健看護演習 ～みんなで学ぶ子どもと家族の看護～

3・4 年次の実習前には実習に必要な知識、
看護技術を学ぶための演習科目があります。

どんな風にしたらよいかみんなで相談タイム ベッドの中の子どもから見る世界って
どんなだろう！？

グループごとにディスカッション

子
ど
も
の
血
圧
測
定
っ
て
難
し
い
！

山本 真充小児保健看護

山城 綾子教養科目 英語Ⅰ
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令和元年度 卒業式・修了式で大学の思い出、
後輩へのメッセージをいただきました。

卒業生、修了生からのメッセージ

大学院は、
仲間と共に学びを
深める魅力が
あります !

大学院

学部生

別科
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令和元年度 卒業式・修了式で大学の思い出、
後輩へのメッセージをいただきました。

卒業生、修了生からのメッセージ

大学院は、
仲間と共に学びを
深める魅力が
あります !

大学院

学部生

別科
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「かせかけ」とは

地域貢献だより

　本学の地域貢献の目標は、①地域住民との協働による健康づくり、②他機関との連携による大
学機能の拡大、③島嶼地域の看護人材育成です。その目標に沿って活動計画を策定しましたが、コ
ロナ禍で活動が滞っています。特に、地域住民
との協働の活動は、しばらく困難な状況です。し
かし、保健医療福祉機関でコロナ環境に暴露
されている看護職仲間のサポート支援と、島嶼
地域（久米島）での看護人材育成は、方法を工
夫しながら継続しています。

綛（かせ）とは紡いだ糸を巻く道具。この道具を使って織物
用の糸を巻いていく様子を「かせかけ」と言います。愛する
人を想って糸を巻く、そのような情景を描いた踊りは、琉球
古典舞踊、「七踊り」の一つにも数えられています。大切な
想いを丹念に紡ぎ、そして形にしていく「かせかけ」のテー
マは、学びを重ねながら成長する学生たちの大学生活にも
通ずる部分がありそうです。広報誌「かせかけ」では、その
ような学びの一コマ一コマを取り上げてお伝えします。

『コロナ禍での地域貢献』
大湾 明美地域協働連携センター運営委員長

2021年度 行事予定

4月

5月

7月

8月

9月

入学式
前期授業開始

ハワイ研修
夏季休業

看大祭
（夏季休業のうちの2日間）

開学記念日

オープンキャンパス

10月

1月

2・3月

3月

後期授業開始
大学院入試

一般選抜入試

卒業式・修了式

特別選抜入試

大学入学共通テスト

11月

看護職仲間のサポート支援

久米島での看護人材育成
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「かせかけ」とは

地域貢献だより

　本学の地域貢献の目標は、①地域住民との協働による健康づくり、②他機関との連携による大
学機能の拡大、③島嶼地域の看護人材育成です。その目標に沿って活動計画を策定しましたが、コ
ロナ禍で活動が滞っています。特に、地域住民
との協働の活動は、しばらく困難な状況です。し
かし、保健医療福祉機関でコロナ環境に暴露
されている看護職仲間のサポート支援と、島嶼
地域（久米島）での看護人材育成は、方法を工
夫しながら継続しています。

綛（かせ）とは紡いだ糸を巻く道具。この道具を使って織物
用の糸を巻いていく様子を「かせかけ」と言います。愛する
人を想って糸を巻く、そのような情景を描いた踊りは、琉球
古典舞踊、「七踊り」の一つにも数えられています。大切な
想いを丹念に紡ぎ、そして形にしていく「かせかけ」のテー
マは、学びを重ねながら成長する学生たちの大学生活にも
通ずる部分がありそうです。広報誌「かせかけ」では、その
ような学びの一コマ一コマを取り上げてお伝えします。

『コロナ禍での地域貢献』
大湾 明美地域協働連携センター運営委員長

2021年度 行事予定

4月

5月

7月

8月

9月

入学式
前期授業開始

ハワイ研修
夏季休業

看大祭
（夏季休業のうちの2日間）

開学記念日

オープンキャンパス

10月

1月

2・3月

3月

後期授業開始
大学院入試

一般選抜入試

卒業式・修了式

特別選抜入試

大学入学共通テスト

11月

看護職仲間のサポート支援

久米島での看護人材育成
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一 歩 、一 歩
着 実 に !
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楽 し い !  キ ャ ン パ
ス ラ イ フ !

e n j o y !  m y  L i f e !

夢 の 実 現 に 向 か っ て !

仲 間 と の 出 会 い に
感 謝 !

毎 日 の 積 み 重 ね !

新入生の声
1 年生集まれ！
学生支援
With コロナでの授業
サークル紹介
国際交流
Web オープンキャンパス動画作成秘話
教育環境作り
のぞいてみよう！看護大学
卒業生、修了生からのメッセージ
地域貢献だより
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