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就任のご挨拶

大学院看護学研究科長に就任して
牧野 智恵

　今年度、研究科長に就任しました。私
は10年前に本学に就任して以来、大学院
ではがん看護専門看護師の育成に携わっ
てきました。悪性腫瘍への罹患率の増
加、少子高齢化、医師不足を背景に、看
護への社会からの期待はますます高まり、看護師の役割
の重要性とその責任が問われる時代になってきていま
す。微力ではありますが、大学院での教育・研究を通し
て、看護の質の向上につなげていきたいと思っておりま
す。

学生部長に就任して
長谷川 昇

　この度、平成28年4月1日付けをもちま
して学生部長を拝命しました長谷川 昇
と申します。在学生の皆さんが自立する
下支えだけでなく、社会の期待に応え、
看護師としての将来の可能性をさらに広
げられるように、全面的に支援していきたいと考えてい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

附属図書館長に就任して
西村 真実子

　大学にとって図書館は重要な役割を持ち、近
年、これまで以上の機能が求められています。
例えば、ほしい情報を数多ある専門雑誌・専門
書から効率的に得る方法の研修会（データベー
スの効果的な使い方等）を開催することや、教
員の著作物・研究成果・教材をホームページ上
で積極的な発信すること等、情報の電子メディア化が進むなかで
便利なものを紹介し、教育・研究活動の向上に資することです。ま
た、利用者が自分のパソコンを持ち込んで勉強するスペースや、一
人用勉強スペースの設置等、「場としての図書館」を意識した希望
もあります。皆様の意見・要望を聞き、より便利な図書館をめざした
いと思います。

附属地域ケア総合センター長に就任して
武山 雅志

　平成28年度より地域ケア総合センター
長を拝命することになりました武山と申
します。
　当センターでは本学の多彩な資源を活
かした事業を多数開催しています。今年
度からはメールマガジン登録システムを開始しました。
より多くの皆さまにご参加いただきますようお願い申し
上げます。
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大学の主な動き

新任教員紹介
母性看護学　教授　濵　耕子
　今年 4 月に着任しました濵　耕子です。出身地（長崎）と違い、かほく市は広
大な自然に囲まれていることに先ず驚きました。千葉、佐賀、長崎、三重、愛媛
と温暖な地域で仕事をしてきたため、冬の寒さをしのげるかの不安はありますが、
先生方の穏やかさと学生さんの素直さに助けられ、半年を無事に過ごせました。
　母性看護学の教育経験から、母性への興味関心を高め、助産師等の進学相談に
乗ったり学生同士が研究的に学び合える気風をつくりたいと思っています。また、
国際交流委員長、広報委員など地域貢献的な仕事も多く、県立大学の使命を実感
しているところです。期待に添えるように頑張りますので、どうぞよろしくお願
いします。

在宅看護学　准教授　桜井　志保美
　4 月から在宅看護学に着任しました桜井志保美です。大阪府で保健師として働
いたあと、名古屋、石川と移ってきました。石川県に来て 8 年目になります。特
技は、日常生活から小さな喜びや幸運を見つけることです。
　研究は、博士前期から十数年間、在宅療養者の家族介護者の健康、主に睡眠支
援について細々と同じテーマで取り組んでいます。まだまだ不慣れなことが多く
戸惑ってばかりですが、学生さんとともに学び・悩み・考え、学生さんとともに
大学生活を楽しみたいと考えています。どうぞよろしくお願い致します。

老年看護学　助手　渡辺　達也
　富山県出身の渡辺達也と申します。4 月から老年看護学講座の助手として着任
いたしました。本学卒業後、地元の大学病院で看護師として働いておりました。
素敵な縁があり、母校に着任出来たことに感謝しております。
　現在、地域住民や限界集落の方々の健康維持やフレイルの予防に関する研究を
していきたいなと思っております。
　趣味はフルート演奏です。地元の社会人吹奏楽団にも所属しております。学内
でもアンサンブルを組んでみたいと思っております。これから、どうぞよろしく
お願いいたします。

老年看護学　特任助教　北山　礼子
　今年の春に本学の大学院前期課程を修了し、4 月から老年看護学講座の特任助
教に着任しました北山礼子と申します。
　大学院では、病を抱えながらも在宅で生活されている老年期の方々と対話を重
ね、今、私自身にできることは何かということを考えてきました。この経験を活
かし、本学の特色でもある地域貢献活動に、少しでも貢献できればと考えています。
　教員となって半年が経ちましたが、日々、謙虚さを忘れずに自己研鑽を重ねる
ことを心に留めながら看護教育に携わっていきたいと考えています。これからも
よろしくお願い申し上げます。

基礎看護学　助手　梶谷　有美子
　富山大学附属病院に 5 年と少し勤務しました。最初は教員や研究の分野に明確
なイメージを持てないことが多く、かなり緊張していましたが、先生方や実習施
設の方にも温かく接していただき、また、閑静で自然が豊かな環境にも癒され、
少し緊張がほぐれてきたところです。仕事内容や、講義や研究発表を聴く中で、
自分の視野が広がり、面白く感じることも多く、ここへ来て良かったと感じてい
ます。
　長所は、あまり人見知りせず、何でも飛び込んでいけるところです。先生方、
学生さん、どんな方でも、仲良くしていただけたら大変嬉しいです。ここに来た
ご縁を大切にしたいと思っています。よろしくお願い致します。
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　本学は 2016 年 3 月 28 日に南京中医薬大学と MOU 覚書
（MOU：Memorandum of Understanding）を締結しました。
　地域社会と国際社会に貢献する人材育成が推進されてい
る中、アジア地域の健康に貢献すべく今後教職員および学
生の交流を深め、ともに学術的に発展していくために努力
することを確認しました。

　本学は 2016 年 3 月 29 日に吉林大学看護学院と MOU 覚書
を締結しました。吉林大学では石垣学長の講演「Aging 
Asia and Innovation for the Elderly in Japan」があり、大
学院生、教員が熱心に聴講しました。
　吉林大学には本学の大学院修了生が在職し活躍しており、
本学と大きく発展してきた中国との双方の人材育成・交流
の架け橋になってもらえると期待しています。今後、教職
員や学生との交流も深めていく事を確認しました。

南京中医薬大学劉副学長と石垣学長との調印式

吉林大学陈看護学院長と石垣学長との調印式

大学の主な動き

中国江蘇省南京中医薬大学との覚書（MOU）締結

中国吉林省吉林大学看護学院との覚書（MOU）締結

　7 月 16 日、昨夜の雨もあがって青空が見える中で、石川県立看護大学夏のオープンキャンパスを開催
しました。県内外から 485 名もの高校生、保護者等の参加があり
ました。どこの会場も熱気に溢れていました。
　先輩となる学生達が中心となって企画から運営までを担うのが
石川県立看護大学のオープンキャンパスの特徴です。学生が模擬
授業の講義室へ案内したり、実習室の体験コーナーにお連れした
りしてくれました。
　相談コーナーでの対応、実習室での説明役、キャンパスライフ
の紹介、主役はみな学生です。2 年次の学生が高校生を相手に人
体機能について講義している！すごい成長！高校生にはあこがれ
の姿になって見えたのではないでしょうか？
　秋のオープンキャンパスは 10 月 29 日（土）です。お待ちして
います。

夏のオープンキャンパス開催！　2016.7.16.
夏のオープンキャンパス、学生達が主役！　高校生、保護者等485名参加

学生達が人間機能・病態学実験室で自ら講義している！
自信に満ちた表情…

AEDの使い方を説明している。
熱心に聞き入る高校生。充実感いっぱい。

相談コーナー
学生が高校生の進学相談に！



　私は福井県立病院 10 階南病棟所属 上田桃子です。卒業から約半年が経ちましたが、こ
の半年間は、新人看護師として一心不乱に日々の看護業務に向き合い、あっという間に時
間が過ぎた感覚です。慣れない環境の中で落ち込む事もありましたが、共に働く同期や先
輩方、友人に支えられながら、乗り越えられていると感じます。支えて下さる方々への感
謝の気持ちを忘れずに、これからも前進して行きたいです。少し成長したこの笑顔を見て
下さい。　（平成 28 年 3 月卒業）

福井県立病院 　上田　桃子

　私は公立宇出津病院 5 階病棟（混合病棟）に勤務している南陽香です。石川県立看護大
学の卒業生としてこの病院に初めて就職しました。まだ、慣れず緊張の日々ですが、温か
い雰囲気の病棟・先輩に囲まれ頑張っています。自分が育った地元の病院なので患者さん
達が自分のことを知っており、声をかけて励ましてくださり有り難いです。足浴や手浴な
どのケアの時間は、患者さんたちとゆっくりと話せ一番楽しい時間です。ゆっくりではあ
りますが、確実に成長していけるようこれからも見守っていて下さい。（平成 28 年 3 月卒業）

公立宇出津病院 　南　陽香

　私は金沢大学附属病院胃腸外科、肝胆膵移植外科の病棟で勤務しております。先輩方が
優しく丁寧に指導してくださるおかげで毎日 1 つずつ出来ることが増えていくのが嬉しい
です。また、病棟には県立看護大学出身の先輩方も多く、心強く感じています。今の自分
にでも「笑顔で患者さんに接すること」だけはできると思い、廊下で出会う患者さんにも
積極的に挨拶をしたり、声をかけたりすることを 4 月から心がけてきました。患者さんか
らの「成長したな〜」の言葉に日々、励まされています。（平成 28 年 3 月卒業）

金沢大学附属病院 　蚊爪　悠花

　私は小児看護専門看護師を目指し、大学院に入学しました。大学院での学びは、すぐに
臨床で活かせることも多く、また、大学院での 3 年半は、自分の看護を見つめ直すとても
貴重な時間でもありました。臨床で看護師を続けながらの講義・課題・実習・研究は想像
以上に大変でしたが、大学院の仲間や先生方の励まし、職場スタッフの協力のお陰でここ
まで来ることができました。卒業後は小児看護専門看護師となり、職場に還元すると共に、
子どもとご家族に対し、より質の高い看護実践ができるよう努力していきたいと思います。

子どもと家族の看護学分野　長村　純子

卒業生・修了生に聞く
卒業生からのメッセージ

大学院を修了して

4

IPNU 2016.10. Vol.30

　今年で 10 年目となる JICA 日系研修「高齢者福祉におけるケアシステムと人材育成」が、7 月 29 日〜 8 月 25 日の期間実施さ
れました。今年度の研修生は、生田エリさん（ブラジル出身）、山本小百合さん（パラグアイ出身）の 2 名です。
　本学と羽咋市で、高齢者の理解や健康な日常生活の自立を支援する方法や介護の必要な高齢者への支援方法について学び、これ

からアクションプランの作成に入ろうとしていた 8 月 23 日、本学茶道サークルの皆
さんがお茶席を設けてくださいました。
　日系 3 世の 2 人にとって、様々な日本文化は体験したことがあるものの、お茶は
初めての経験。学生のお手前に関心しきりでした。若干緊張してお茶をいただいた
後、自分たちもお茶を立ててみました。先生に姿勢を直されつつ、苦労しながらな
んとかお茶を立てました。おいしいお茶とお菓子でパワーアップできたこともあり、
最終日には素晴らしいアクションプランを発表して研修を終えました。

JICA日系研修 研修生と本学の茶道サークルとの交流



第16回開学記念行事
  特別講演会
　5 月 29 日（日）、かほく市長 油野和一郎氏を講師としてお招きし、本学講堂において、特別講演会を開催
しました。講演会には、学生 277 名と教員 32 名が参加し、「若い世代が住みやすいまちづくり」を演題とし
てご講演いただきました。
　平成 16 年に高松町、七塚町、宇ノ気町の３町が合併し、かほく市として油野市政が誕生してから、厳し
い財政状況の中でも教育施設を充実してきたこと、ルビーロマンなど、農産物のブランド化に取り組まれ
たご経験、子育て環境の充実と安全・安心な街づくりに取り組んだ結果、かほく市が「全国の住みよさラ
ンキング 2015」で全国 9 位になったことなどを、熱意とユーモアを交えながらお話しいただきました。
　4 期目となる現在は、「生き生きとして活気があり、躍動感あふれた小さいながらもキラリと光る街づく
り」を目指しておられ、看護大学にも大きな期待を寄せられていることが、学生達に伝わりました。
　講演会終了後のアンケート結果から、90％以上の学生が、興味・関心が持てたと答え、かほく市のこと
がよく分かった、油野市長の仕事に対する姿勢を見習いたいなど、学生や参加者の心を動かした講演とな
りました。

　
  全体交流会
　特別講演会に引き続き、全体交流会が開催されました。「輝く先輩の話を聴いて進路を考えよう」と題し
て、本学同窓生の高山野花さん（金沢大学附属病院　副看護師長）、原子裕子さん（国立病院機構　金沢医
療センターがん相談支援センター　がん看護専門看護師）、坂本信彰さん（石川県済生会金沢病院　感染
管理認定看護師）、西村郁美さん（金沢大学附属病院　助産師）、横山文香さん（小松市　保健師）、遠田大輔

さん（石川県立高松病院　看護師）の 6 名を講師と
してお招きし、現在の仕事内容や在学生に伝えた
いことを中心にお話いただきました。
　保健師、助産師の仕事内容や心構え、職種特有の
やりがい、看護資格の多様性など、同じ大学を卒業
した先輩からの具体的なアドバイスは、親しみや
興味を持って話を聴けたようで、とても参考に
なったとの感想が多く寄せられた。

油野市長と（学長室にて） 油野市長の講演

音楽サークルによる学歌斉唱
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トピックス 



文部科学省 大学間連携共同教育推進事業
石川県立看護大学企画 「ヒューマンヘルスケア人材育成プロジェクト」
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キャンパスライフ

　本学では、文部科学省の「大学間連携共同教育推進事業」として平成 24 年度に採択された『学都いし
かわ・課題解決型グローカル人材育成システムの構築』の一プロジェクトとして、「ヒューマンヘルスケア
人材育成プロジェクト」事業に主体的に取り組んできた。その一環で、石川県の友好交流地域である韓国
全羅北道全州市にある国立全北大学看護学部との間で平成 26 年 11 月に覚書締結（MOU）を行い、様々
な地域住民の健康づくりにアプローチできる
グローカル人材の育成を目的に、今年度にア
ジアをフィールドとする本学初の看護研修を
行った。
　平成 28 年 3 月 20 日（日）〜 3 月 27 日（日）、
本学学生 14 名（1 年 1 人、2 年 6 人、3 年 1 人、
4 年 1 人、院生 2 人）と教員 3 人が参加した。

韓国全北大学において看護研修を実施しました

全北大学病院の見学（手術室にて） 文化歴史体験（韓服を着た学生が、韓屋村で偶然出会った保健所の看護師さん
や高齢者と一緒に、リズミカルな音楽に合わせて介護予防体操をした）

主な研修内容

講義
　内容：韓国の看護教育・健康課題と対策について
　講師：全北大学看護学部長

保健医療福祉施設
　① 都市部のフィールドワーク

・全北大学（国立の総合大学）
・医療機関（全北大学病院）
・保健所（全州完山保健所）
・高齢者福祉関連施設（金堤老人専門寮蘘院）
・母子保健福祉関連施設（園光大学漢方病院）

② 農村部のフィールドワーク
・保健診療所：処方権を持つ看護師が運営する
　保健診療所（金堤サンジョン保健診療所）

③ 高齢者福祉関連施設（敬老堂・グループホーム）

全羅北道内、
ソウル市内の歴史文化施設等の見学・体験

研修1

研修2

研修3

参加学生の感想（一部抜粋）

異国との交流の楽しさを実感しまし

た。文化や歴史が違うからこそ学べ

たり視野が広がったり、違うのに分

かり合えたりというように “ 違い ” の

中に交流の価値や面白さを感じまし

た。また、その場に出向いて人と関

わったり思いを伝え合ったり、自分

の目で見たり聞いたりするからこそ、

細かい魅力を発見したり、その国の

一人ひとりのあたたかさに気づくこ

とができたのだと思います。
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キャンパスライフ

　平成 28 年度 5 月 29 日の開学記念日に石川県立看護大学自治会、学生総数 352 名のうち、277 名の参加を
得て学生大会を開催しました。新役員が選出され、新たな船出となりました。どうぞ、よろしくお願い申し
上げます。今年度役員も力を合わせて学生生活が充実するよう、学生の声を代表して大学側に伝えていこ
うと思います。さまざまな声をお寄せ下さい。また、新入生歓迎会や卒業生を送る企画、オープンキャンパ
スや大学祭協力、座談会など積極的に行ってきますので、ご支援・ご協力お願いします。

平成 28 年度 石川県立看護大学自治会　会長　2 年 　桑名　由希子

平成 28 年度石川県立看護大学学生大会開催、新役員決定！

　今年度の大学祭実行委員長斉藤亜弥です。よろしくお願い申し上げます。
　今年の大学祭のテーマは、南米初のブラジル、リオデジャネイロで開催されたオリンピックと笑顔（スマ
イル）にかけて「スマイリンピック」といたしました。地域のみなさまにたくさん石川県立看護大学に訪れ
ていただき学生と交流する中で自然と笑顔が溢れる場にしたいと願っております。教職員からもさまざまな
企画の提案があり、できるだけ多く採用しました。ぜひ、ご友人・ご家族そろって石川県立看護大学の大
学祭にお越し下さい。笑顔でお迎えします。

平成 28 年度 石川県立看護大学大学祭　実行委員長　2 年 　斉藤　亜弥

企画内容
1）講演会　29日（土）14:00〜15:30
　　　講師　しもおきひろこ氏
　　　　　（フードコーディネーター/料理研究家）
　　 『糖尿病予防をはじめとする健康食について』
　　　後援　同窓会 さくら会

2）ステージ企画
　 音楽演奏、よさこい、日本舞踊　他
3）ぶんぶんボウルとトークショー、ビンゴ大会
　 30日（日）11:30〜12:30
4）模擬店  各サークル自慢の食事、健康食弁当もあり
5）Special foods　能登フェア
　 能登のゆかりのお食事も準備
6）恒例のお化け屋敷、縁日、フリマ、
　 看大ドック、お茶会、献血　
7）教職員企画  三輪車レース、映画上映会等もあります
29日は、秋のオープンキャンパスも同時開催!
入試準備セミナー開催

第17回大学祭のお知らせ

日時 ： 平成28年10月29日9:00〜30日12:40まで
場所 ： 石川県立看護大学　（住所 かほく市学園台1-1 代表TEL 076-281-8300）

テーマ ： スマイリンピック　〜笑顔がつなぐ、地域と学生のこころ〜

大学祭同日開催
秋のオープンキャンパス２０１６
日時：2016年10月29日（土）9:30〜12:00　　場所：石川県立看護大学
詳細は大学ホームページをご覧ください。



平成28年度 後期キャンパススケジュール
授業開始	 10 月	 3 日（月）	 	 	
履修登録受付	 10 月	 6 日（木）	～	10 月	 11 日（火）
大学祭（看大祭）	 10 月	 29 日（土）	～	10 月	 30 日（日）
秋のオープンキャンパス	 10 月	 29 日（土）	

後　　期

冬季休業	 12 月	 22 日（木）	～	 1 月	 4 日（水）
補講・試験	 2 月	 13 日（月）	～	 2 月	 21 日（火）
春季休業	 2 月	 22 日（水）	～
卒業式・学位授与式	 3 月	 18 日（土）	（予定）	　　　
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図書館にない本をお取り寄せします！
　学生さん、教職員が求める資料を図書館ネットワークで探します。
見つけた資料は、県内公共・大学図書館はもちろん、富山、福井、岐
阜、愛知県の公共・大学図書館の所蔵資料を、週 2 回運行する県立図
書館物流システムを使って相互貸借を行っています。
　県内は早ければ 1 週間以内、県外は約 10 日で当館に届きます。当
館に資料が無くてもあきらめないで、職員にお尋ねください。この物流システムで、早くてしかも無料で探して
いる本が届きます。皆さんのご利用をお待ちしております。

「イオンモールウォーキング事業」が始まります
　北陸では、冬季の天候不順により屋外での運動が制限されます。
そのため、運動不足から体調を崩しやすくなるという問題があり
ます。そこで、本学はイオン（株）やかほく市と連携して、イオ
ンモールかほくを利用して天候に関わらずウォーキングができる
と共に、歩いた量に応じて「イオン電子マネー」に換金できる仕
組みを 10 月 1 日からスタートさせます。本学の主な役割は、健康体力チェックや健康相談をとおして、住民の運
動習慣の定着と健康意欲の増進を図ることです。そのため、教員・学生一丸でこの事業を成功させたいと意気込
んでいます。

看護キャリア支援センターから

地域ケア総合センターから

図書館から

学習の質を高めるパフォーマンス評価を教育現場に
　いま看護教員には「学士力」や「社会人基礎力」といった活用
する力や汎用的能力を育成するための授業力が求められています。
当センターでは、石川県内の看護教員を対象に「『経験を活用する
力』を育成する授業の創造」をテーマに 4 日間の研修を行いました。
この研修の一部を公開講座とし、京都大学大学院教育学研究科の石井英真先生にパフォーマンス評価について講
義してもらいました。参加された 115 名の教員は、学習者の経験を活用するパフォーマンス課題と学習の質を評
価するルーブリックについて理解を深めました。ぜひパフォーマンス評価を教育の現場で活用してほしいと思っ
ています。

県立看護大学

火曜日・
金曜日到着

県立図書館

●県内公共・大学
●富山・福井・岐阜・
　愛知の公共・大学
　図書館

※県内・県外の資料はいったん県立図書館を経由して運ばれます。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。リサイクル適性 A
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