
プロモーション動画が見られます！

助産学科看護学科

※洛和会京都厚生学校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
学生・教員のマスク着用を徹底しております。本誌の撮影にあたっては
予防策を徹底した上で、一時的にマスクを外しました。
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やってます！

Follow me!!

オープンキャ
ンパス

開 催 中 ！
　学生たちが作るオープンキャンパス。講義
体験や沐浴、創傷処置などの看護技術体験が
でき、楽しいことがもりだくさんです。詳しく
は右記の二次元コードからアクセスして
ください！

ソーシャルメディア
心得の利用
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　安倍晋三元首相を射殺した山上容疑者の動機は、世界平和統一
家庭連合（旧統一教会）という宗教団体への復讐でした。信者で
ある実母の莫大な経済的寄進などのために家庭が破滅し、その年来の
恨みが、友好関係にある安倍氏に向かってしまったのでした。
　韓国発のこの新興キリスト教系宗教団体は、日本では霊感商法
などの反社会的活動でつとに有名でした。もちろん、熱心で真摯な
信者も多数おられ、容疑者の実母も含まれるでしょう。さて入信の
契機とは何でしょうか？ 魂の救済？ 現世利益？……
　新約聖書を構成するマルコ福音書の初めに、12使徒創生の物語が
あります。

“イエスはガリラヤ湖のほとりを通っていた時に、シモン（ペテロ）と、
シモンの兄弟アンドレアスが湖で投網しているのを見た。漁師だった
のである。彼らにイエスは言った、「私の後からついて来なさい。あなた方
が人間の漁師になるようにしてあげよう」。彼らはすぐに、網を捨てて、
イエスに従った。”

　象徴的記述ですが、「人間を釣る＝入信させる」のは、宗教組織の
一般的宿命です。ですから入信に際しては、組織の中身の吟味が
欠かせません。

（田川健三訳を若干改変）

P2

個人情報が写りこんでいませんか？

他者を傷付けたり、誤解を生む内容
ではありませんか？

「このくらい、まぁいいか！」その場の
ノリに任せての配信は絶対にダメ！ 基礎看護学実習Ⅱ に向けて

P3 学校掲示板

P4-5 ワタシのふるさと自慢

P7 2025年に新校舎へ移転
P6 水脈祭を開催します！

P8 まつむらただしのただし書き
お知らせ

※情勢によりオンラインでの開催に変更の場合があります。

8



臨地実習を通して

川居 萌愛 ３-A

学校掲示板 Date. 2022.10

看護
学科

助産
学科

か わ い も　  え

　臨地実習を通して多くのことを吸収し、講義
で学んだことを患者さんに結び付けることができ
るようになってきました。その中でも特に、チーム
医療における多職種連携の重要さを実感しました。
　臨地実習では、看護学生の私もチームの1人
として患者さんを担当させていただきました。
看護師が患者さんの状態を把握し、チーム全体で
「その人らしさ」を尊重した医療・看護を行う上で
重要な役割を担っているんだなと感じました。この
経験を踏まえ、さまざまな人との関わりを大切に
できる看護師を目指して努力していきたいです。

初めての実習準備をして

山口 翔子 12期生

や まぐ ち し ょ う こ

　初めての実習は小・中学生への健康教育で、私が
20人の助産学科の学生を束ねるリーダーを務める
ことになりました。全員から意見を引き出し、まと
めながら一から教室を作り上げていくことは、とても
大変でした。しかし、助産学科の学生一人一人から
熱意ある意見をたくさん聞くことができ、とても
充実した楽しい期間となりました。「いざ実習」と
いう時に新型コロナウイルス感染症の流行を受け、
延期になっていますが、引き続き、みんなの力で
有意義な実習ができるように準備を進めていきたい
と思います。また、この経験を通して、「命の尊さ
を親になる前から育むことができる助産師」になり
たいという気持ちが強くなりました。

　本校では、洛和会ヘルスケアシステムの5病院で臨地実習を行っています。現在学生
たちは実習に向けて、解剖学や病態学の学習を進めながら、援助計画を立案し、技術の
修得に励んでいます。グループのメンバーとも相談しながら、懸命に取り組んでいます。
　今回は臨地実習に臨む学生たちの意気込みをお聞きしました。

　臨地実習に行くのは2回目です。今回の実習で、初めて患者さんの
個別性に合わせた援助を計画し実施します。そのため、緊張や不安
な気持ちでいっぱいです。しかし、このコロナ禍の中、臨地実習を
行えることは大変貴重であるため、一日一日を大切にし、実習を受け
入れてくださる患者さんや指導者さん、病院に感謝して臨みたいと
思います。

　私たち2年生は本校に入学して約1年半になります。その間に
看護についてたくさん学び、技術の演習を行いました。今回の実習
では、初めて看護過程を展開して患者さんの全体像を把握し、
看護を実践することになります。実習を通して看護過程を学び、
これからの看護師人生の糧となるように頑張りたいと思います。

基礎看護学実習Ⅱ に向けて

基礎看護学実習Ⅱとは
看護学科2年生が初めて12日間患者さんを受け持ち、看護を実践するための
基礎を学ぶ臨地実習です。

看護学科 2-A  宮下 遥
みやした はるか

看護学科 2-B  高田 真好
た か だ まさよし
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Hokkaidoふるさと自慢

水門川＆喫茶緑

　京都府舞鶴市の東舞鶴には、赤レンガ倉庫と海上自衛隊があり
ます。1901（明治34）年に旧海軍舞鶴鎮守府が置かれ、一帯に海軍
の倉庫が建設されました。そのうちの12棟残っているのが現在の
赤レンガ倉庫です。100年以上の歴史を刻んだ赤レンガ倉庫は、
建物の中も外もいつでも見て回ることができ、毎年地元の成人式
が行われており、近年では『アルキメデスの大戦』『海賊とよばれた
男』、リメイク版の『日本のいちばん長い日』など、数々の映画のロケ地
にもなりました。
　北吸岸壁には海上自衛隊舞鶴地方隊に在籍する艦隊（イージス艦
をはじめとする護衛艦、補給艦、輸送艦、ミサイル艇、掃海艇など）
が国道沿いに停泊しているため、自衛隊の前をドライブしながら
見ることもできます。また、｢海軍ゆかりの港めぐり遊覧船｣もあり、
心地よい潮風を感じながら30分かけて護衛艦
や造船所など海軍にゆかりのあるスポットを
海の上からも満喫していただけます。

赤レンガ倉庫と海上自衛隊

　舞鶴といえば、やっぱり海の幸です。舞鶴港とれとれ
センターでは、舞鶴湾で水揚げされた海の幸をその場で
購入することも、そのまま新鮮な海の幸を堪能することも
できます！！ 生牡蠣は私の1番のオススメです。ぜひ、舞鶴
に立ち寄った際には足を運んでみてください。
　そして、夏に海に立ち寄られた際、「帰りに温泉に入って
帰りたいなあ」って思う方も多いと思います。たかお温泉 
「光の湯」は炭酸水素ナトリウムや塩化物が含まれており、
肌をすべすべにする効果があります。天然温泉ですが、
これらの効果から「美人の湯」とも呼ばれています。また、
療養泉としても登録されていますので、疲れを癒やして
くれるはずです。

　水門川は岐阜県の主に大垣市を流れる河川です。
1689（元禄2）年秋には松尾芭蕉が「蛤のふたみにわ
かれ行く秋ぞ」と詠み、水門川の船町港から桑名へ舟
で下り、約5カ月間の「奥の細道」の旅を終えました。
そんな歴史ある水門川は桜の名所として有名ですが、
春以降も緑がいっぱいで心落ち着くすてきな場所です。
大垣市には喫茶店やカフェが多く、その中でも私の
オススメは「喫茶緑」です。県外から訪れるお客さんも
多く、いつもにぎわっています。ふわふわの
かき氷が私のオススメです。ぜひ、自然豊かな
大垣を訪れてみてください。

舞鶴港とれとれセンター
＆たかお温泉 光の湯

京都府

看護学科 2-B ／ 古橋 李々花

　私の地元、函館は海鮮がどこよりもおいしいと思います。
おすしもネタがとにかく大きいです。海鮮を食べたい方は
ぜひ函館へ！ また、12月から2月の間は毎日、写真のよう
な雪景色を見ることができます。看護師国家試験当日の朝も
雪が積もっていました。降雪量が多い年は除雪が追いつかず
道が無くなることもあります。
　そしてもう一つのおすすめは、北海道にある「カラオケ 
歌屋」です。1時間110円で過ごすことができるとてもリーズ
ナブルなカラオケ店です。北海道にいた頃、ほとんどの時間
をカラオケで過ごしていたと思います。北海道に来た時は、
ぜひカラオケを堪能してください！

雪景色＆歌屋

助産学科 12期生 ／ 髙井 美玲

当校には日本全国さまざまな地域出身の学生がいます。
そんな皆さんに、ふるさとのすばらしさを自慢してもらいました！！

北海道

Gifu

Kyoto Kyoto

岐阜県

看護学科 1-B ／ 奥田 姫未
おくだ ひめみ

ふるはし り り か

たかい みれい

看護学科 3-B ／ 真下 あかり
ました

京都府
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Miosai 2025年に
新校舎へ移転
　7月8日にサプライズを受けた学生たちは、「いいなあ」「めっっちゃええやん！」

などと歓喜しました。新校舎をどのような設計とするかなど、これから計画される

とのこと。洛和会ヘルスケアシステム理事長 矢野裕典は、「教職員や在校生の

意見を踏まえ、一緒に新校舎を形作っていきたい」と話しました。

デジタルサイネージで
学生生活をサポートしています

入試の受付がスタート！

▲ 設計を手掛けるのは、HOSOO architecture代表で、一級建築士の細尾直久氏

それぞれの募集要項など詳しくは、
右記の二次元コードからアクセスしてください！

3年ぶ
り！

　10月16日（日）、3年ぶりとなる学園祭

「水脈祭」が開催されることになりました。

今回のテーマは「with」。withコロナ、

with地域を意識した、これまでの水脈

祭とは違った模擬店を企画しています。

ぜひ、お越しください。

Festival!

水脈祭を
　 開催します！
水脈祭を
　 開催します！
水脈祭を
　 開催します！

　本校では掲示板の代わりとしてデジタルサイネージを設置してい

ます。エントランスと2階の廊下中央に各1台あり、講義内容や教室

案内、学校生活の様子などの情報を映像として流しています。

また、担当者以外には秘密裏に企画が進められ、洛和会ヘルスケア

システム矢野裕典理事長からのサプライズに歓喜した学校新設の

お披露目会の様子もご覧いただけます。学校の歴史を振り返ると

ともに未来の学校のビジョンとしてわかりやすく映像化しています。

　洛和会京都厚生学校では、教育目標の一つに「地域社会への関心

を深め、地域活動に積極的に参加する態度を養う」を掲げています。

9月14日、山科警察署の皆さまと「痴漢撲滅広報啓発活動」に参加し

ました。学生たちにとって、地域住民や地域で働くさまざまな方と

直接触れ合うことのできる貴重な機会となりました。

私たちも初めての学園祭です。
このメンバーで盛り上げていきますので、

ご来場の皆さんも
一緒に盛り上げて楽しんでください！！

痴漢撲滅啓発活動を実施

洛和会ヘルスケアシステム
公式キャラクターらくの助
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