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新年度にあたって

新入生の皆さん、 ご入学おめでとうございます。
皆さんにとって、大きな希望とともに新たな決意を抱いた学生生活のスタートです。とりわ
け今年は、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行という未曽有の状況のもとにあります。

あるいは一抹の不安を感じていらっしゃるかも知れませんが、だからこそ、今の時代に
看護を学ぶことの意義は、はかり知れないほど重大であると言えるでしょう 。

すべての人間は、かけがえのない尊厳を維持し、一人ひとりが健康に生きることを願って
います。看護とは、そうしたあらゆる年代の個人や家族、集団、地域社会を対象とし、最大限
の健康を取り戻すために、 できる限り質の高い生活ができるように支援する活動です。した
がって看護の仕事には、患者さんの日常生活へのお世話や、医師の指示に基づいた安全
かつ効果的な治療のために、専門知識を持ってそれをサポートすることが求められます。

学校法人栴檀学園の建学精神は、「行学一如」 と言います。それは 「理論と実践の融合」
を目指した知行一致の姿であり、すべての人間が持てる力を発揮し、互いに支え合いな
がら、生きがいを感じることができる社会を築き上げることにあります。

これからの２年間、 授業とともに実習や職場、地域社会の活動を通して 、自他を幸福へ
と導く実践力に富んだ学びを存分に修得してください。 きっと 「看護師免許」という国家
資格のもとで、皆さんが一層活躍されることを念願しています 。

皆さんはじめまして。４月から副学校長として着任しました遠藤三惠（えんどうみつえ）と
申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今年は新型コロナウイルス感染症流行のため変則的なスタートとなりました。皆さんの
職場でも対応に追われていることとお察しします。

さて、新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。一度も登校できず、一人で学習を
進めていることに孤独や不安を感じているのではないでしょうか。通信制という特殊性
から、毎日自分で学習時間を確保し、コツコツと学習を積み重ねることが必要となります。
受け身ではなく、自ら学ぶ姿勢が大切です。学校では、サポート体制をつくって皆さんを
応援しますので、これまでの准看護師としての経験を生かして、看護師として必要な知識・
技術を身につけていってください。２年間一緒に頑張っていきましょう。

２年生の皆さんは、６領域の臨地実習が始まりますね。感染予防のため、病院等での実
習ではなく動画等で看護援助場面を視聴し、看護師の思考過程や看護の提供の在り方
を学ぶ方法をとることにしました。同じ看護行為であっても、患者さんの状況や医療環境
によってそこに至る判断は異なると思います。これまでの経験や紙上事例演習をベース
にして、看護師の思考過程を捉えてほしいと思います。臨地実習で学習する「看護に必
要な知識と技術」は看護師には不可欠なものであり、この学習が国家試験にもつながっ
ています。忙しい日々が続くと思いますが、一日一日を大切に取り組んでくださいね。

今年は新型コロナウイルス感染症の流行で“新しい生活”が求められています。“今できる
こと”に取り組み、看護師免許を取得するという夢に向かって頑張っていきましょう。
皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。

学校長

千葉 公慈

副学校長

遠藤 三惠

お写真

お写真
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Graduation ceremony

卒業おめでとうございます！
学びを自信に、進む新たな一歩

Graduation ceremony

aduation ceremony

看護師国家試験

　　 合格者 喜び の声 Congratu
lations!

３月13日（金）、平成30年度卒業式が

東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

で挙行され、173人が晴れの日を迎え

ました。

小野 香織 さん

（30代・就職活動中・宮城県）

私が「合格」を手にすることができたのは、何より家族の
協力と支えがあったからこそだと思っています。実は２
人の子どもたちも受験生だった我が家。主人がほとんど
の家事を担当してくれたおかげで、私は子どもたちと一
緒に１つのテーブルを囲んで勉強に集中することができ
ました。それでも、仕事から帰ってからの勉強は眠気との
闘い…。ついつい眠ってしまい、子どもに起こしてもらう
ことも多々ありましたね（笑）。

年齢や経験年数的にも、職場から期待されるものが大き
くなる中で、准看護師であることに引け目を感じるよう
になり、本校への入学を決意した２年前。あっという間の
学生生活でしたが、あの頃とは違い自信をもって看護を
実践できると感じています。これからは、看護師としてさ
らに学びを深めながら、地域に貢献していきたいと思っ
ています。

宮島 洋子 さん

（40代・クリニック勤務・宮城県）

国家試験直前の２カ月―。私が、これまでの人生で最も真
剣に、勉強に取り組んだ日々です。今は合格という結果を
手にして、やっとほっとしています。

振り返れば、人に恵まれ、支えられた２年間でした。１年
次の演習で知り合った年代の違う同級生との出会いは、
その後の学生生活を支える大切なものとなりました。
折々でお互いに情報交換したり励まし合ったりして苦難
をともに乗り越えた、かけがえのない一生つきあえる友
人たちです。担任の先生との出会いも、私にとっては心強
いものでした。特にラストスパートの時期には、時に優し
く、時に厳しく声をかけていただいたおかげで、しっかり
と覚悟を決めて追い込みができたと思います。

無事に看護師の資格を取得しましたが、学校に通うこと
で目覚めた「学ぶ意欲」を絶やすことなく、これからも
日々学び続けていきたいと思います。

午後１時半より卒業式が開会。国歌斉唱の後、千葉公慈学校
長から、卒業生総代の荒木美智子さんに卒業証書が手渡され
ました。続いて学業成績優秀者の表彰。学校長賞には荒木美
智子さんが、努力賞には豊島香奈さんと渡部麻美さんがその
功績を讃えられ表彰状と記念品が贈られました。学校長から
の式辞では、これまでの頑張りを労い、本校の建学の精神を
忘れず、人生で起こるさまざまな出来事に直面した時にも、
冷静に自分を見つめる心を持ち進んでいってほしいと激励
の言葉をいただきました。

最後に卒業生を代表して渡部麻美さんが謝辞を述べました。
家庭や仕事との両立など、さまざまな壁を乗り越えて学びを
深め続けた２年間…。卒業生や教員の胸に去来する思いもひ
としおの様子でした。

式終了後には、２グループに分かれて一人ひとりへの卒業証
書授与。大場副学校長・小野寺教務主任から卒業証書と記念
品を受け取りました。

本年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、例年より規模を縮小しての開催となりましたが、卒業生
の表情は皆、達成感に満ちていて、これまでの学びの日々を
思い返しているようでした。

本校では、卒業式に先立ち、看護の専門職業人としての自覚や決意を新たにする機会と
して、卒業記念講演を行っています。
今年度は、３月末にご勇退された大場信子副学校長より『パトリシアベナーに学ぶ「人間
の根本的なあり方と看護実践の源」』という演題でお話しいただきました。
卒業生は本校での学びをあらためて振り返るとともに、今後の自身の看護への向き合い
方について思いを新たにしていました。

※この記事は、令和２年３月当時の内容です。



第109回看護師国家試験の報告

本校の結果および今後に向けて

通信制の全学校の新卒の合格率は83.2%

で、本校は78.6%でした。通信制の全学校

の既卒の合格率は24.0%で本校は27.7%

でした。

メディリンク看護の合格予報（Web解答速報採点サービス）利用の受験

者166名のうち、一般状況問題は合格基準なのに必修問題が合格基準以

下で不合格になった者は19名でした。この19名の一般状況問題の得点

は155点～184点で、160点以上取得者は14名でした。

本校の合格率について

国家試験対策　佐々木 真由美 先生

最後に、学校では1年生から国家試験に合格するための学習を進めていただきたいと考えており、担任は学習窓口です。学校か

ら発信する情報を速やかにキャッチして、理解できないときは担任に気軽に質問、確認して、目標が達成できるように一日一日

過ごして行きましょう。

65,568【63,603】

4,898 【4,189】

256 【211】

58,513 【56,767】

3,117 【2,408】

159 【119】

89.2 【89.3】

63.6 【58.0】　

62.1 【56.4】

＊ 【　】 は第108回の実績

２．通信制（全25校）

１．全学校

３．本校

必修問題攻略に向け、１

年生は入学年度から取

り組む。２年生は夏まで

に取り組む。

【１】

模擬試験を目標に学習

を進め、成果を出す。試

験直後に自己採点をし

て、実力を知る。

【２】

模擬試験で誤答した問題は、解説

書・教科書を使って学習し、看護

師に求められている知識とその

根拠を自分のものにする。

【３】

過去問題は正答率に注目し、

70%以上の問題は、しっかり

理解して誤答しないように

する。

【４】

今後に向けて

令和２年２月16日（日）第109回看護

師国家試験が実施され、厚生労働省

より３月19日（木）に合格発表がさ

れました。

結果は右記のとおりです。

国試受験後のデータ分析結果

えんどう みつえ

遠藤 三惠
（副学校長）

どうどう　ゆみこ

百々 由美子
（基礎看護学）

すがわら　ともこ

菅原 朋子
（老年看護学）

山田 真里
やまだ　　まり

（看護の統合と実践）

伊藤 美和
いとう　みわ

（成人看護学）

わたなべ　せつこ

渡邉 節子
（学生相談）

えんどう　かつとし

遠藤 克寿
（精神看護学）

おのでら　　としえ

小野寺 敏江
（教務主任・
 看護の統合と実践）

つきはら　　とみこ

月原 登美子
（在宅看護論）

たではら あや

蓼原  綾
（母性看護学）

令和２年度

東北福祉看護学校 教員

くまがい　まさえ

熊谷 政江
（実習調整者・
　　基礎看護学）

今年度、副学校長に遠藤三惠先生が着任し、
熊谷政江先生が実習調整者となりました。

また、伊藤美和先生が長期研修から戻られ、
12名でスタートしています。

担当教員は地域別となっています。学習や学
校生活について遠慮なく相談してください。
どうぞよろしくお願いいたします。

ささき　      まゆみ

佐々木 真由美
（国家試験対策・
　　小児看護学）

教員 １年生（20WN）担当 ２年生（19WN）担当

小野寺敏江　　　 ― 　　　　 関東他

熊谷　政江　　青森・宮城沿岸 　　　　　　―

月原登美子　　　　関東他 　　　　秋田・岩手

佐々木真由美 岩手　 　　　　 仙台市

菅原　朋子 山形 　 山形・福島・宮城県南

百々由美子　　　 宮城県南 　　　　　 青森

遠藤　克寿 秋田 　　　　 仙台市

伊藤　美和　　宮城県北・福島 　 宮城県北・宮城沿岸

蓼原　綾 　　　　仙台市 　 宮城県北・宮城沿岸



Information

東北福祉看護学校「学校通信」　　　　　　　　　　　vol.39（2020年６月10日発行） 『　　　　　　　　　 』は、看護師国家試験合格を目指す皆さんを応援します。
「上を目指す！」という思いを込めて学校通信のタイトルとしました。
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スケジュール

webサイト

〒983-8511　仙台市宮城野区榴岡２丁目５番26号
東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス

TEL●022-292-2511　 FAX●022-292-2611
E-mail●tfns_info@tfu-ac.net　 URL ●httpｓ://tohoku_kango.com/

schedule

新型コロナウイルス感染症に対する新型コロナウイルス感染症に対する
本校の対応について本校の対応について

＊勤務する施設の対応基準と合わせて行動してください。
＊状況は日々変化しますので、厚生労働省の Web サイトなど、
　信頼できる情報源からの最新情報を入手し、注意を払うよ
　うにお願いします。

● 授業への出席について（９月以降）
　１）登校前（朝）に検温し、発熱がある場合は出席しないでください。
　　 また、咳等の呼吸器症状や、倦怠感が著しい場合は出席しないで
        ください。
　　 上記に該当する場合は、速やかに学校へ電話連絡してください。

　２）構内ではマスクを着用し、手洗いに努めてください。

　３）今後、授業日の延期等、日程に変更が生じる場合もあります。
その場合、学校より一斉メールで連絡するとともに、ホームページ

　　 に掲載しますので、速やかに確認するようお願いします。

臨地実習＜病院等見学実習前面接授業＞臨地実習＜病院等見学実習前面接授業＞

学習区分

学年・領域

実習前

授業

見学

実習

学習期間

動画視聴の有無

課題提出締切

学習期間

＊動画視聴期間
も同じ

記録用紙提出締切

１年生【学籍番号が20で始まる学生】１年生【学籍番号が20で始まる学生】 ２年生【学籍番号が19で始まる学生】２年生【学籍番号が19で始まる学生】

①６月15日～６月30日
②７月９日～７月16日

②で視聴あり

７月20日

※ オンライン授業となります。領域ごとに資料が郵送されます。テキストと配布資料、動画で学習を進めてください。
※ 動画の視聴は期間が設定されていますので、期間内に学習できるようにしてください。
※ 見学実習のオリエンテーションは、「実習要項」と配布資料を見ながら進めてください。
※ 提出課題、記録用紙の提出は締切日必着となります。
※ 詳細は資料で確認してください。不明な点は各科目担当教員へ連絡してください。

対　　象　：　基礎看護学臨地実習（見学実習）を履修する学生
受講期間　：　7 月 1 日（水）～ 7 月 8 日（水）
　　　　　　 ※基礎看護学実習前授業の①が終了し、②を開始する前に受けてください。
受講方法　：　実習要項と配布資料を準備し、動画を見ながら進めてください。

１年次臨地実習オリエンテーションについて（オンライン授業）１年次臨地実習オリエンテーションについて（オンライン授業）

試  験 日  ：  令和２年９月７日（月）
　　　　　※再試験日は、９月23日（水）になります。
会　　場  ：  本校（東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス）
試験科目  ：  ５科目

令和２年度　前期単位認定試験日程の変更について令和２年度　前期単位認定試験日程の変更について

※ 日程については、別途資料（学生便覧差替え分）を送ります。

※ 各科目のレポート課題は、６月下旬に返却されます。

※ 「日常生活の看護技術」「診療に伴う看護技術」「精神看護方法」の3科目の受験に

　 ついては、前日（９月６日）の面接授業を受けることが必要となります。

視聴あり 視聴あり 視聴あり

６月15日

～

６月30日

６月15日

～

６月21日

６月22日

～

６月30日

実習前
面接授業

11月実施
予定

紙上事例
演習の
開始

７月上旬
発送

基礎看護学 精神看護学 老年看護学 在宅看護論 成人看護学 看護の統合 小児看護学 母性看護学

６月15日

～

６月30日

６月22日

～

６月30日

６月15日

～

６月30日

７月６日 ７月６日

７月27日～８月14日
＊DVDを視聴

７月20日

～

７月31日

７月６日

～

７月17日

８月３日

～

８月14日

７月20日 ８月３日 ８月17日８月17日

９：05～

９：15～10：00

10：15～11：00

11：15～12：00

13：00～13：45

14：00～14：45

オリエンテーション

人間基礎論

薬理学

日常生活の看護技術

診療に伴う看護技術

精神看護方法

オンライン授業【動画】視聴方法

１

２

ホームページ トップ画面右側の『オン
ライン学習室』ボタンをクリック。

ログインページで学籍番号を入力、
『ログイン』ボタンをクリック。

ここに学籍番号を⼊⼒

３ 視聴する動画を選び、画面をクリック
すると動画がスタートします。

２

科目の受験に

ます

前に受けてください。
ください。

先に連絡している通り、８月までの面接授業および病
院等見学実習は通信（在宅）で行うこととなっています。


