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入学に寄せて

佐久大学
佐久大学信州短期大学部

看護や介護という実践の学問では、
「知識」
「技術」
「ケアの心」の三つをバランスよく身
に付けていくことが求められます。新しいこ
とを学ぶ中で自身が変化し、そこからさらに
深い学びを探求していくことで自らも深い変
化を遂げていくことでしょう。それが学びの
喜びに繋がるのです。そして、実践の学びを
探究するためには、相手の方の気持ちに寄り
添い理解しようとすることが大切です。常に
疑問を持って考え行動することを心がけてく
ださい。
本学は、
「ケア」という人との関わりを重視
する学問領域の高等教育機関です。二〇二一
年からは、この「ケア」という学びをさらに
深めていくべく、ヒューマンケア科学 部を開
設する準備を進めています。このことは、こ
れまで以上に学際性が高まるばかりか、ケア
を大切にする人間、そして社会づくりを目指
せるものだと思っています。
生涯をかけてより高いところを目指すとい
う学びへの気持ちを持って、今日この日から
明日に向かって進んでいってください。皆さ
んが、それぞれの目標に向かって日々精進さ
れ、人々からの信頼を得ることができる人に
育っていかれることを願っています。

大学に入学して

む た め に、 今 ま で の 経 験 に 加

看護師としてより一歩前に進

を獲得しなければならないため、

のな かで、 専 門 的 な 知 識・技 術

1 年 間 という 限 られた 時 間

新入生

えさらに理論や知識を身につけ

かないと思いますが、諸先生方

仕事と学業の両立は簡単にはい

指 導 して く だ さ るこ とへの 感 謝

きる環 境があること、 先 生 方が

分の夢を実 現するために勉 強で

るために大学院へ入学しました。 必 死に勉 学に励んでいます。 自

や先輩方、仲間達と力を合わせ

を 忘れず、 同 じ 目 標 を 持った
人の仲間と共に頑張ります。

て自己研鑽に励みたいと思いま

深いです。また、同じ志を持つ

が多く、授業内容もとても興味

大学での学びは自主的な活動

時間が長かったり板書がなかった

なくなりました。 大 学の授 業は、

がありましたが、 今は不 安も少

入 学 当 初 は 様 々 な 不 安 なこ と

入学して1ヶ月が経ちました。

す。

仲間と共に学ぶことで日々新し

りと、 高 校までの授 業 とは大き

い刺激を受け、より一層学びの
深まりを実感しています。まだ
夢の実現に向けて仲間と共に充

すが頑張りたいです。

した。 覚えることも沢 山ありま

新しい環境に不安はありますが、 く 違い慣れるまでとても 大 変で
実した4年間を送りたいと思い
ます。

唐澤千登勢

信州短期大学部 教授

大渕律子

看護学部 客員教授

①老年看護学 ②秋田県阿仁町（マタギの里）
③北海道医療大学
④散歩、まちの神社・仏閣めぐり
⑤看護・介護・福祉などの多職種連携教育の在り方を模
索中です。よろしくお願いいたします。

①老年看護学 ②香川県 ③筑波大学大学院教育研究
科修士課程 ④山歩き・散歩、自然の花の写真撮影、
絵画鑑賞（日本画） ⑤再び、佐久大学で学ばせていた
だく機会が得られましたので、これまでの集大成ができ
る活動を推進させたいと願っております。

石坂俊也

看護学部 助手

喜多村定子

看護学部 助教

①小児看護学
②長野県千曲市 ③小諸看護専門学校
④サッカー観戦、美味しいお店探し
⑤皆さんと一緒に楽しく学びを深めていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

①成人看護学 ②高知県
③愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻修士課程修了
④サイクリング ⑤美しく雄大な自然に見守られている
佐久大学で、みなさんとともに歩んでいきたいと思って
おります。
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①地域看護学（公衆衛生）
②福島県 ③新潟大学
④ドライブ、旅、スキューバダイビング
⑤太陽の光と風と緑と海が好き。みなさんと一緒に大い
に笑い大いに学んでいきたいです。

①基礎総合看護学
②長野県長野市
③日本赤十字看護大学大学院看護学研究科
④読書 ⑤“その人らしさを支える看護”を目指して教育・
研究活動に取り組んでいきたいと考えています。

別科助産専攻

絢

佐藤紀子

看護学部 助手

武田貴美子

看護学部 准教授

⑤自己 PR
④趣味
③出身校
②出身地
①担当領域

赤 塚さくら
信州短期大学部

藤井千里
看護学部 講師

石坂俊也

渡辺

①地域看護学（在宅看護） ②秋田県
③山形大学大学院医学系研究科看護学専攻
④体を動かすこと ⑤地域医療の盛んなエリアへの赴任
に憧れを抱き、この度、ご縁があって着任する運びとな
りました。学生と共に地域に出向くのが楽しみです。

新任教員紹介

大学院看護学研究科
看護学部

宮川葵衣

堀内 ふき
学長

2
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地域看護学領域には、公衆衛生看護と在宅

介⑥
領域紹
ズ
ー
シリ

看護の分野が含まれます。 公衆衛生看護は、

地域
看護学

A

地域社会の組織的な努力を通して、地域で生
活する人々の疾病予防、健康の維持増進を図
る看護活動です。対象は新生児から高齢者ま
ですべての年代を含み、専門職活動では保健
所や市町村保健センターの保健師、学校の養
護教諭、産業保健師、地域包括支援センター

保健師などがあります。いっぽう在宅看護は、居宅で療養する人々と家族に、看護師、

B

保健師、助産師などが看護を提供するもので、療養者の生活の質を維持、向上させ
ることを目的とします。
実習は、3年次の在宅看護での訪問看護およびデイケアと高齢者福祉課の事業お
よび地域包括支援センター、4年次の看護総合実習の訪問看護と、保健師課程の県
の保健所、市町村保健センター、学校保健、企業での保健活動が含まれます。
A は訪問看護の療養者さんのために学生が呼吸リハビリ用に作成した用具、
写真 ●
B は市町村保健センター実習で住民さんへの健康教育をしている姿です。
●

SERIES ⑤

教員の
活躍

今回は、基礎総合看護学領域の吉田文子教授です。看護教育の方法や評価、継続教育に関する研
究がご専門であり、お知らせを兼ねての記事をお寄せいただきました。

今年も NPIS 開催いたします！
臨地実習指導者研修セミナー（Nursing Practicum Instructor Seminar）は、今年
も夏と冬に開催いたします。本学の実習施設、卒業生の就職先さらには近隣施設の看護職
の皆様が対象で、今年9年目を迎え、のべ300余名の方が受講されています。
夏の研修：連続3日間のプログラム。前年度の受講者アンケートをふまえ、毎年内容
を改訂し、指導者役割をより学べるようにしています。
冬の研修：半日の指導者カンファレンス。夏の研修後の指導体験で得た各自の悩みや
気づきについて受講者と本学教員がその枠を超えてカンファレンスを行います。大変、
好評です。
今年も新企画を入れたNPISを準備しています。何度でもご参加ください。

夏の研修：8月7日（水）
～9日（金） 冬の研修：12月14日（土）
佐久大学看護学部

教授

吉田 文子

連絡先：fy200@saku.ac.jp（吉田）
なお、本NPISの過年度報告は、佐久大学図書館ホームページにてご覧ください。
機関リポジトリ https://saku.repo.nii.ac.jp/

台湾保健医療福祉スタディーツアー
3月17日
（日）
～21日
（木）
看護学部と短期大学部の学生12名、教員3名で台湾に行って
きました。４泊５日の短いスタディーツアーでしたが、台北の病院
やデイケアセンターの見学学習と台北護理健康大学の学生との交
流や台湾文化学習を目一杯楽しんできました。
帰国後に学内で行われた発表会では、
「台湾の病院を見学したこ
とによって自分の国に対してもっと知識を深めたい」という感想や、
台北護理健康大学前

「異なる文化を体験したことで当たり前だった日本文化について
深く考えるようになった」
とありました。
近年、日本の看護・介護を学びたい外国人が増加している中で、
学生たちの小さな気づきはこれからの国際交流や国際協力を担え
る人材に少し近づけたような気がしました。

台北護理健康大学 学生交流

台北・淡水の街

（国際交流教育センター 廣橋雅子）
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キャンパストピックス 2018.12 〜 2019.4
3
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3

16 卒業式・修了式

3/14（木）短期大学部、3/16（土）
には大
学院、看護学部、別科助産専攻の卒業式・
修了式を挙行し、卒業パーティを開催しま
した。

3 4～6 ユニバーシアード冬季競

技大会銀メダル獲得

第 29 回ユニバーシアード冬季競技大会
スピードスケート・ショートトラック女子
3000 Ｍリレーで、短期大学部の山浦美
和子さんが銀メダルを獲得しました。

12

“足からの健康” をテーマに、佐久市民の
日イベントへ参加し、来場者のフットプリ
ントを採取しました。 朴准教授、中田講
師による講演も行いました。

2019年5月31日

公開講座

「姿勢や歩き方からわかるからだの不具
合」をテーマに市村彰氏（すみだクリニッ
ク）
による講演会を行いました。

1
3 9・10
健康フェスティバル

1
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27 国家試験

介護福祉士国家試験が実施されました。
（P.8）

2

14

2

15

2

17 国家試験

2/14（木）助産師、2/15（金）保健師、
2/17（日）看護師の国家試験が実施され
ました。
（P.8）

2

22 事例発表会

短期大学部2年生が、介護計画の立案過
程や実践、課題等、2年間の実習の成果
をまとめ発表しました。

3

16

修了を祝う会

大学院を修了した6名を囲み、在学生、教
員による
「修了を祝う会」
を開催しました。

2

3 11～24 エジプト看護管理・

リーダーシップ研修

3 17・21 台湾医療保健福祉

スタディーツアー

短期大学部生、看護学部生が参加し、台
湾の医療福祉施設の見学や姉妹提携大学
の学生との交流を深めました。（P.3）

エジプト高等教育省・保健人口省から受
託し、看護管理・リーダーシップ研修の
第 1 回目として、11 名の研修生を受け
入れました。

23 野口健氏講演会

アルピニストの野口健氏を迎え、LLP佐
久咲くひまわり環境講演会「子供たちに残
すべき未来の地球環境」を行いました。

4

5
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9 キャリア開発支援プログラム

3 年生を対象にした「就職活動基礎講座」
、
4 年生を対象にした「就職試験対策講座」
を実施しました。

4

大学院看護学研究科

4

5

4

看護学部看護学科

3

9 新入生歓迎会

4/5
（金）
には短期大学部、
4/9
（火）
には看
護学部の学友会が主催し、新入生歓迎イ
ベントを行いました。

別科助産専攻

信州短期大学部

共通

25 就職セミナー

短期大学部1年生を対象に、
「福祉系就職
セミナー」を行いました。

21 桜の小径まつり

第 1 回桜の小径まつりを開催し、150 名
程の方が「さくらの小径」の散策を楽しみ
ました。
（P.7）

4

4

4

5 入学式

4/4（木）短期大学部、4/5
（金）
には大 学
院、看護学部、別科助産専攻の入学式を
執り行いました。（P.2）

4

9 佐久の扉を開けよう！

キャンパスを知り、新入生同士の交流を
図るため、看護学部1年生が学内スタン
プラリー「佐久の扉を開けよう！」を行いま
した。

2019年度 講座・研修等のお知らせ
詳細は本学ホームページでご確認ください

佐久大学ホームページ

http://www.saku.ac.jp

佐久大学・信州短期大学部
オープンキャンパス

教員免許状更新講習
申込期間：5月20日(月)～6月21日(金)
講習期間：7月21日(日)～9月8日(日)

喀痰吸引等研修
申込期間：5月20日(月)～5月31日(金)

臨地実習指導者研修セミナー（NPIS）
① 臨地実習指導者研修セミナー
開催日：8月7日(水)～9日(金)
② 指導者カンファレンス
開催日：12月14日(土)

2019佐久大学公開講座（全4回を予定）
第1回 テーマ：肩こり、膝・腰痛、頭痛対策の健康体操（仮）
日時：9月28日（土）14:00～15:30
講師：公益財団法人身体教育医学研究所 半田秀一氏

第8回信州介護学研究会
開催日：10月5日(土)

時間・会場未定

5／25㈯
6／22㈯
7／20㈯
8／ 3㈯
8／24㈯
8／31㈯
9／28㈯
3／ 7㈯

大学のみ
短大のみ

詳しくは
佐久大学ホームページで
ご確認ください。

佐久の薫風

6

2019年5月31日

座学に実習、そして国試と怒涛

大学院看護学研究科

小林康子

学生生活を振り返って

の日々でした。しかし、自分の

卒業生・修了生

必死に取り組んだ一年目。仕事

好きな分野であるお産について

別 科 助 産 専 攻 で の 1 年 間 は、

をしながら研究に没頭した二年

集中して学び、仲間と切磋琢磨

仕事を休職し、授業と課題に

目。どちらも刺激的で、私に新

施設実習や大学祭、国家試験

しい世界を見せてくれたかけが

など楽しいことも壁にぶつかる

し充実した時間を過ごすことが

この4年間は看護の知識を身

こともあった2年間ですが、仲

出来ました。4月から助産師と

につけるとともに、大切な人と

間や先生方のサポートのおかげ

えのない時間となりました。先

の出会いの場となりました。何

で、すべてがかけがえのない思

して歩み出しますが、初心を忘

度も何度も親身に相談にのって

い出です。利用者の方から「こ

南澤仁美

生方や仲間との出会いからも視

くれた先生や多くの壁を一緒に

の人と出会えてよかった」と

れずに頑張ります。

乗り越えた友達、一人暮らしの

思ってもらえる介護福祉士とな

信州短期大学部

野の広がりを感じ、充実した大

私に食料を分けてくださった近

学院生活でした。

所の方など、感謝を忘れず今後

れるよう努力していきたいと思

います。

に繋げていきたいと思います。

看護学部

高橋文香
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別科助産専攻

臼井菜津美

退職者紹介
看護学部 教授

弓削美鈴

開学以来11年間お世話になりました。 母
性・助産学分野だけでなく、母乳哺育学会開
催や県看護協会看護研究学会委員長をはじめ
沢山の貴重な経験をさせていただいたことは
私の宝です。大学で積んだ経験を糧として、
地域の母子保健事業に活かしてまいります。
看護学部 教授

征矢野あや子

佐久大学に着任して10年間、学生・教職員、
実習施設、佐久地域の皆様に大変お世話にな
り感謝しています。 過密なカリキュラムの中
で努力している皆さんの夢が叶うこと、新し
い学部ができて益々大学が発展していくこと
を祈念いたします。
（京都へ転居します）
看護学部 助教

別科助産専攻 助教

上原明子

この度、6年半お世話になった佐久大学を
退職することとなりました。教職員の皆様を
はじめ、学生の皆様、そして臨床スタッフの
皆様に育てていただきました。心より御礼申
し上げます。佐久学園の益々のご発展と皆様
の更なるご多幸を心より祈念しております。
看護学部 助手

信州短期大学部 教授

矢羽田明美

介護福祉士養成課程の開設時から学生の
教育や生活に関わってきました。振り返ると、
様々な光景が浮かび、どれも思い出深いこと
ばかりです。信短の良き伝統を守りつつ、新
しい学園への発展をお祈りいたします。これ
からも見守り、応援しています。お世話にな
りました。

宮澤美帆

短い間ではありましたが、毎日が挑戦であ
り、充実した日々を過ごすことができました。
これも、皆様の温かいご指導があったからこ
そと、心より感謝しております。今後は、違
う形でお世話になりますが、ご教授の程お願
い申し上げます。

依田明子

9年間、地域看護学領域に所属し、佐久地
域の高等教育機関としての佐久大学の創設に
関われたこと、佐久という土地で看護を伝え
るという業に携われたこと、大変うれしく思っ
ております。 ありがとうございました。 佐久
大学の益々のご繁栄を祈念しております。

佐久学園での教育に
ご尽力いただき、
ありがとうございました。

元信州短期大学部 教授

片桐

学
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「さくらの小径」 開通式・第 1 回桜の小径まつり 開催

テープカット

桜のトンネル

信州短期大学開学30周年・佐久大
学開学10周年の記念事業「さくらの
小径」が完成し、桜の季節を迎えた4
月19日（金）、開通式を行いました。
この事業は、信州短期大学で25年
間教育や学生指導にご尽力くださり
今年３月に退職された片桐学元教授
が担当され、開通式では、完成まで
のご苦労や佐久学園に対する思いを
スピーチしていただきました。
桜が八分咲となった21日（日）に
は、第1回桜の小径まつりを開催し、
看板を書いてくださった佐久学園第三代理事長の神津武士さんにも
お越しいただきました。当日は、近隣の方々を中心に150名程の方
が来場し、さくらの小径の散策を楽しみました。

佐久学園教職員OB
元信州短期大学学長 岩下嘉光先生の卒寿を祝う会が催され、
当時在職されていた先生方が集いました。信州短期大学を離れ
た後も、皆さん各方面でご活躍されています。

前列中央 岩下嘉光先生（宇都宮大学名誉教授）
前列右 吉田昌義先生（元信州短期大学教授）、
前列左 高畑一夫先生（埼玉工業大学先端科学研究所客員教授）、
後列右から 中田秋男先生（元東日本国際大学教授）、
大平義隆先生（北海学園大学教授）、笹金光徳先生（高千穂大学教授・元学長）、
青淵正幸先生（立教大学准教授）

Voice of Graduates

株式会社 アオヤギ印刷
代表取締役 社長

青栁 貴彦さん
信州短期大学
経営学科
平成9年度卒業

第3代理事長 神津武士氏と高畑一夫先生
短大30周年・大学10周年開学記念祝賀
会にて

卒業生の声

金井浩章先生（元信州短期大学教授）
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Q1 卒業してから現在まで
A1 短大を卒業して、東京にある印刷の専門学校（日
本プリンティングアカデミー）で2年間勉強しまし
た。その後2年間印刷関連の会社で働き、現在
の会社へ入りました。

活気に溢れ、充実した学園生活を送ることができ
ました。また、個性的で元気な先生が多かったよ
うに思います。
単位を取るのが大変でしたが、いろいろな人に支
えられた短大生活でした。

Q2 現在の仕事内容
A2 パンフレット・ポスター・チラシ・書籍などの商業
印刷を製造する会社で社長をしています。

Q6 先生との思い出
A6 私は田中ゼミだったのですが、田中一行先生とは
実家も近く、先生の娘さんには私が小学生の時
に学校の先生としてお世話になりました。そんな
縁で私が家業を継いだ後も仕事の面倒をみてい
ただき感謝しております。
また、平成28年には学生当時お世話になった吉
田昌義先生のこれまでの論文をまとめた書籍を
手掛けさせていただきました。卒業後もお世話
になり感謝しています。年1回の同窓会総会でお
会いすることが楽しみです。

Q3 仕事で大変なこと、うれしいこと
A3 納期やその他の条件が厳しい時は大変に思うこと
もありますが、お客様に喜んでいただくと仕事に
やりがいを感じます。また、次の仕事の時に声を
かけていただければ嬉しく思います。
Q4 大学で学んで役にたっていること
A4 学業はもとより、先生方からは人間形成の上での
ご指導をいただき、今の自分に必要な人間力や
コミュニケーション力の基となっています。
Q5 学生生活を振り返って
A5 当時は学年で400人を超える学生がいました。

Q7 学生にアドバイス
A7 大変なことも苦しいことも多々ありますが、若い
時にしかできない経験があります。 夢や希望を
持っていろいろなことにチャレンジしてください。

佐久の薫風

平成30年度
（新卒者）

国家試験受験報告

受験者数 合格者数

合格率

全国平均

第108回看護師

89名

87名

97.8%

94.7%

第105回保健師

24名

19名

79.2%

88.1%

第102回助産師

12名

12名

100.0%

99.9%

第31回介護福祉士

24名

24名

100.0%

73.7%

平成30年度進路一覧
看護学部看護学科

（順不同）

【就職】北信総合病院／長野松代総合病院／篠ノ井総合病院
／新町病院／鹿教湯三才山リハビリテーションセンター／浅間
南麓こもろ医療センター／佐久総合病院／あづみ病院／富士
見高原病院／下伊那厚生病院／東長野病院／信州上田医療セ
ンター／小諸高原病院／まつもと医療センター／長野県立こど
も病院／長野市民病院／安曇野赤十字病院／諏訪赤十字病院
／新生病院／長野中央病院／浅間総合病院／信州大学医学部
附属病院／相澤病院／昭和伊南総合病院／伊那中央病院／長
野市／横河計器製作所／大月市立中央病院／前橋赤十字病院
／国立がん研究センター中央病院／国立精神・神経医療研究
センター／三宿病院／順天堂東京江東高齢者医療センター／
東京医科大学八王子医療センター／日本医科大学附属病院／
大田病院／北里大学病院／横浜旭中央総合病院／鎌ヶ谷総合
病院／国立がん研究センター東病院／順天堂大学医学部附属
静岡病院／彩の国東大宮メディカルセンター／圏央所沢病院
【進学】佐久大学別科助産専攻／金沢大学養護教諭特別別科
／神奈川県立衛生看護専門学校

別科助産専攻
【就職】相澤病院／諏訪中央病院／吉田病院／丸の内病院／
信州上田医療センター／長野赤十字病院／北信総合病院／長
野松代総合病院／佐久総合病院佐久医療センター／多摩総合
医療センター／埼玉病院

信州短期大学部福祉学科
【就職】総合福祉施設やすらぎの園／特養りんごの郷／長野松
代総合病院附属若穂病院／高齢者福祉施設ベルポートまるこ
／丸子中央病院／鹿教湯三才山リハビリテーションセンター／
障害者支援施設やまびこ／特養ローマンうえだ／みまき福祉
会／佐久コスモス福祉会／佐久総合病院／特養うすだコスモ
苑／長野県済生会／高遠さくら福祉会／メディカルケア㈱
【進学】日本社会福祉事業大学
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聖路加国際大学と
大学間交流に関する

包括連携協定を締結

本年度より、地域ケアと先端医療が融合する
佐久エリアで教育を実践する佐久大学と、看護
のリーダーを育成し国際的な看護教育を実践し
てきた聖路加国際大学が連携し、次世代社会に
おける看護人材のロールモデル育成に協働して
いきます。

ホームページ リニューアル
佐久大学ホームページが
新しくなりました。
佐久学園の情報を
随時更新しています。

http://www.saku.ac.jp/
SNSでも情報を配信しています。
佐久大学公式アカウント
facebook https://www.facebook.com/佐久大学-1422155204725597/
Twitter
https://twitter.com/UnivSaku
LINE
ID 「saku-u」

寄附金のお願い
学校法人佐久学園では、寄附金を受け付けています。
佐久学園は、2018年に信州短期大学部30周年、看護学
部10周年を迎え、今後、社会的意義のある持続可能な高等
教育機関として、さらなる教育研究活動の充実に努めてまい
ります。皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上
げます。
目 標 額 1億円
期
間 2020年3月31日まで
募集金額 個人：1口 3,000円 法人：特に定めない
詳細は、佐久大学ホームページまたは総務課
（TEL.0267-68-6680）
までお問い合わせください。

寄付 「ながぎん地域応援私募債」として、株式会社とりやたまや様
より、ご寄付を頂戴しました。

この
「佐久の薫風」という誌名にある
〝薫風〟

の語意は、初夏に吹く春の香りを含んだ風の

ことですが、禅語としても重用される言葉で

もあります。〝薫風自南来 殿閣生微涼（く

んぷうみなみよりきたり でんかくびりょう

をしょう ず ）〟という 有 名な句は、 南から緑

薫る風が吹 き、 宮 殿 を 清々しい空 間にする

という 意 味から、日 常の忙しなさから薫 風

が煩 悩や 苦 痛 を消しさり、心の清 涼さのよ

うな境 地 を感じることと解 釈されるそ うで

す。 読者の皆様に佐久学園の
〝薫風〟をお届

けできるよう 編 集 委 員 一同 取り 組んで参り

（中嶋）

ま す。 今 後 とも、 年に二度のお 付 き 合いを

お 願いいた し ま す 。

平成31年度

後援会総会について

佐久大学信州短期大学部 4/4（木）、佐久大学 4/5（金）に定期
総会を開催し、下記議案について承認がなされました。

平成30年度事業報告及び収支決算報告
平成31年度事業計画及び収支予算
平成31年度役員選任

■平成31年度

役員

佐久大学 後援会

会長／市川英治
副会長／岡部政也
理事／有賀光恵、塚田和美、池田徳男、小平 忠
監事／神津勝、上原明生

佐久大学信州短期大学部 後援会

会長／渡辺博行
副会長／高野寿枝
監事／飯田宏二、小山千帆子

