
　今年は「学ぶ・羽ばたく・看護師になる！」をテーマとして募集をしたとこ
ろ、午前中の部（小学生・中学生対象）では浜田市・江津市から9校41名、
午後の部（高校生・社会人対象）では、島根県内外24校53名の参加をいた
だきました。また、浜田医療センター附属看護学校（はまかん）を知ってもら
うために、今年から小学生・中学生対象のプログラムには「看護師になるた
めの進路」の紹介や、看護学生が授業で使用する教材を使った「衛生学的
手洗い」の体験と講義を組み込み、高校生・社会人対象のプログラムには「本
校の教育概要や卒業後の進路」について具体的な説明と「フィジカルアセス
メント」の模擬授業を組み込み、いずれも好評でした。
　高校生に対するアンケートでは、オープンスクールに参加する動機として、
「当校に入学を考えている」や「看護に興味を持っている」が多く、さらに「授
業では、覚えてほしいところが明確で、先輩後輩関係、先生との関係もよく見
えて、楽しそうに見えました。」「学生さんがとても優しくしてくださって嬉し
かったです。色々な看護体験の話を聞けて良かったです。」など、満足のいく
内容であったことがわかるうれしいご意見がいただけました。保護者の方も
10名参加されましたが、「親切に学校のことや今後について等、教えてもらえ
ました。」「すごく良心的で熱心なところにひかれました。」「学生さん全体で
協力しあっていて、とても印象が良かったです。」など、良い評価をいただけ
ました。
　在校生にとっては夏休み中のボランティアとしての対応でしたが「学校の
後輩が参加してくれるかな。」「もっとわかってもらうためにどうすればいいだ
ろう。」など楽しい体験が実施できるよう頑張りました。次回、みなさんにお
会いできるのは「学校祭」ですが、ぜひまた足を運んでいただき、学生の生き
生きとした様子や笑顔に触れてください。お待ちしています。

浜田医療センター附属看護学校 http://www.hamakan-nh.jp/

夏のオープンスクールを実施いたしました。

｢医療系学生と話そう｣に
 参加して

将来、浜田看護学校に入学を希望しているから

看護に興味があるから

将来医療関係の仕事をしたいと思っているから

親に勧められたから

看護学校や学生の様子を知りたいと思ったから

学校の先生に薦めらたから

その他
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なぜオープンスクールに参加しようと考えましたか。（高校生） 

オープンスクールへの参加理由（アンケートから）オープンスクールへの参加理由（アンケートから）

〈高校生、抜粋〉
〇色々な体験をすることができたこと。
〇とても分かりやすかったです。
〇看護学生と話ができて良かった。
〇沢山の体験ができて楽しかったです。他の学校ではできないような
体験が色々できて良かったです。

〇学生の方達が優しくとても楽しく体験することができた。
〇沢山のことを体験できたので良かったです。看護師になりたいという
思いが強くなった。
〇どの体験もとても楽しかったです。先輩の皆さんもすごく優しくて、
体験しやすかったです。
〇丁寧に教えて頂き楽しかったです。ありがとうございました。
〇沐浴体験が楽しかったです。先輩方もとても優しく、居やすい環境
だと思いました。
〇とても学生同士の仲の良さを感じることができた。
〇色々な看護の実践的な体験を複数できて良かったです。
〇学生さんがとても優しくしてくださって嬉しかったです。体験の話を
聞けて良かったです。

〈小中学生　抜粋〉
〇今日、体験したハンドマッサージがとても楽しかったので、もう一度
振り返って親にしてあげたいと思います。
〇生徒の人達が優しく教えてくれた。凄く分かりやすかった。良かった
内容は手洗いの授業です。
〇最初緊張していたけど皆面白くて、楽しくできました。心臓マッサー
ジを体験してみたかったです。
〇学生の皆さんに優しく丁寧に教えてもらったので、とても楽しかった
です。沢山体験することができて良かったです。
〇赤ちゃんをお風呂に入れるのが良かったです。

オープンスクールの良かった点オープンスクールの良かった点

64期生 松岡 愛子　北浦    梢
小松 礼奈　佐々木 駿

浜田看護学校 学校祭お知らせ

66期生 日高 武志

　平成30年8月11日に浜田市「浜田の地域医療を守る会」
主催で「医療系学生と話そう」という会が行われ、浜田市
内の中高生や現職の医師・看護師、看護学生、医学生が32
名程度集まり、医療や看護について語りました。講演会で
は、浜田地域の医療従事者の充足率や在宅医療での現状
などを聞き、浜田地域の医療にもっと人材が必要なこと
を知りました。今後自分たちが出来ることから浜田地域
に貢献していきたいと思いました。

　また、看護師を目指している中高生と浜田地域の看護
師の方との討論会が企画されていました。中高生からは
看護学校を受験するための勉強について、看護学校への
入学の動機、看護学校で大変なことは何かなどの質問が
あり、話しているうちにもっと伝えたいという気持ちが
わいてきました。今の中高生の看護に対する思いが聞け
て、新鮮な気持ちになりました。私達は、実際に臨床経験
のある看護師の方の話を聞きながら、改めて看護はやり
がいのある仕事だと
感じました。
　看護師を目指す中
高生に“憧れる看護師”
と言ってもらえるよ
う、今後ますます学習
を進めていきたいと
思いました。

　平成 30 年 7 月 20 日に江津市
の高砂ケアセンターで開催され
た納涼祭に、ボランティアとし
て参加させていただきました。
この納涼祭は毎年恒例の行事で、
施設正面の駐車場で石見神楽の
上演や模擬店の出店があります。
　私の役割としては、一階の入
所者さんを駐車場まで車椅子移送させていただくこと、
そして、入所者さんが模擬店に行く際、同行して安全を

　今年のテーマは、「笑顔満祭～愛と看謝を込めて～」です。日頃から
お世話になっている地域の方々に、笑顔で楽しい時間を過ごして頂け
るように準備をしております。皆様のお越しをお待ちしております♪

確保することでした。私は車椅子の護送に自信がありま
せんでしたが、看護師の皆さんとともに援助をする中で、
入所者さんとの会話を楽しむことができました。
　今回、ボランティアに参加して学んだことが２つあり
ます。1 つ目に、「最も大切なのは、“役に立ちたい” と
いう思い」を持っていることです。模擬店運営をしてい
たのは、数十名の地元の中高生でしたが、自分よりも若
い方々が奮闘している様子を見て感動しました。２つ目
に「ほうれんそうの重要性」です。実際に入所者さんの
居場所を尋ねられたり、判断できないことがあった際に
も施設の方に相談し、入所者さんが不快にならない適切
な対応をしていただくことができました。
　学校で学んだ技術は、対象の個別性を考え、臨機応変
に対応できないと通用しないということを改めて実感し
た日となりました。今後、ますます勉強、練習に励み、
来年挽回できるよう頑張りたいと思います。

高砂ケアセンター
納涼祭ボランティアに参加して

●山陰本線浜田駅より徒歩3分
●広島駅から浜田道高速バスで約1時間50分
●山口方面から
　新山口－（山陽本線）－益田－（山陰本線）－浜田
●松江方面から
　松江－（山陰本線）－浜田 特急約1時間40分

［ お問い合わせ先 ］

独立行政法人国立病院機構

浜田医療センター附属看護学校
〒697-8512 島根県浜田市浅井町777-12
JR浜田駅前 浜田医療センター隣

☎0855-28-7788
 FAX.0855-28-7789

スマホをご利用の方は
こちらから

来場者用の駐車場はございませんので、ご参加の際には、
公共交通機関、民間の駐車場などのご利用をお願いします。

http://www.hamakan-nh.jp/
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