
蜃本赤十宇広島看錢大学の現滅と展望
開学 10年を迎える日本赤十字広島着護大学。大学祭を1よ じめ、施設の開放 ,ヒ ューマンケアリング事

業の充実など地域に開かれた大学として、こ楓からもふねあいの場がますます増えることと思います。現

況と展望を、学長・広報担当教授にお聴きしました。

学長のご挨拶
昨年4月 1日 に学長に就任 し、開学後9年 目の本学の運営を引き継い

で、約1年 間が過ぎました。この1年 間は、開学以来赤十字の理念で

ある “人道"に通じる “ヒューマンケアリング"の教育理念の基に8

年間蓄積 してこられた教育活動を発展継承させることと、社会の変

革に対応 した新 しい取 り組みで、多忙な日々でした。平成21年度か

ら看護学部に助産師教育課程を新設すると同時に、編入4年制度を設
ί十て、そこでも助産師教育をすることになりました。

、`_ノまた、大学院修士課程には新たに専門看護師 (CNS)コ ースを

母性看護学、小児看護学、成人看護学 (がん看護)、 精神看護学、

地域看護学の5つ の領域で開設することになりました。

さらに、地域貢献のための組織 としてヒューマンケアリングセン

ターを開設し、摂食哄下障害認定看護師教育課程 (6ケ 月)を 開始す

る一方で、地域の看護職員の継続教育、地域住民の方々の健康教育

を開始することに致しました。

本学では、変革時期に柔軟に対応できる魅力ある看護職 (看護師、

保健師、助産師)の育成を柱 として、地域の皆様に信頼され、親し

まれる大学創 りを目指 していくうもりですので、今後ともご支援い

ただきますようにお願い致します。

成12年 4月 から開始され現在に至っています。

地域の皆様方の保健・医療・福祉の向上に寄与する

ために、地域の住民の方々に向けたセミナーとして、

公開講座を毎年開催 しています。幼子をもつ母親のた

めの「子育てちょっと一体み」、「高齢者における緊

急時の対応技術」、「高齢者の救急蘇生術」、「男性

の健康づ くリグループ」、「エアロビックス」などを

開催してきました。

また、地域のラジオ局である「FMはつかいち」に

は定期的に赤十字情報を掲載されますが、その中に本

学の学生・教員が登場 し本学のさまざまな情報を紹介

しています。

さらに、文部科学省の日本学術振興会選定事業であ

る「ひらめき☆ときめきサイエンス事業」に選定され

た「病む人の気持ちにより添う看護」という事業を展

開し、廿日市西高等学校を始めとする近隣の高校生を

対象に「看て、聞いて、感 じて」というテーマの元、

学長略歴・プロフィール

氏名 i新道 幸恵

取得学位 :看護学修士、医学博士

専門領域 :専門領域/看護管理学、

母性看護学、助産学

略  歴 :日本看護系大学協議会長、

日本看護協会副会長を歴任、

現日本赤十字看護学会理事

施 設 を 開 放 して い ます に 隕 躙 隕 靱靱 l騨難‖|

本学においては、テニスコート、体育館、講堂及び

講義室を開放しています。

学内施設を利用する場合は、平 日8時 30分から17時

までに申込みがあり、施設使用料を支払えば、土日も

含め施設の使用ができます。

また、一般の方も図書の閲覧が可能です。平 日9時

30分から17時 まで図書館へ入館可能であり、県内でも

有数の看護専門書籍を閲覧することができます。

阿品台コミュニテイが主催

する企画では、敬老会において、

本学食堂を会場 として提供 し

ています。

(4ページに続 く)

生涯学習・地域貢献の展開                   靱靱灘彗轟器彗難灘難辮難器紺
=■

■|

地域に開かれた大学として生涯学習の機会をもつています。 研究の実践者である本学松原准教授の講義やクリエクラウン (臨

ヒューマンケアリングセンター事業として、看護専門職を対  床道化師)の塚原氏の体験講義及び医療の現場である廿日市

象にして、中四国地区赤十字関連施設・看護継続教育研修会  記念病院の緩和ケア病棟の見学 。手島看護師長の講義を通し
た展開しています。また、地域の教育、心理、医学などの専  て未来の担い手になる高校生に対 し看護の現場について体験

、`_職 を対象としたオープンカンファレンスは、開学早々の平  してもらいました。
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葬И6号 (平成21年3月 31日 )

阿品台コミュニティー 事務局(TEL39-4338)
阿品台地区人口・世帯数 (平成21年 2月 1自現在)

人口9209人  男41311人  女45898人

世帯数3.517世 帯0高齢化率18.4%
(参考:市平均21.4°/。 )



第2回フレツシュ音楽祭 第25圃ソフトボール大会
11月 30日 (日)阿 晶台市民センター

二胡とワインのタベ (婦人書Б共働
12月 5日 (金)阿 品台市民センター

ニ胡奏者 趙栄春 さん 0ピ アノ奏者 研井功

子さんによるディナーシヨウ的コンサー ト

文化講演会「植物と香り」
(婦人部共催 )

2月 28日 (土)阿 品台市民センター

講  師 関太郎さん (広島大学名誉教授)

作品提供 吉本敬子さん (廿 日市市在住)

10月 26園 (国)阿 晶台申学校グラウンド

時折/1N雨の振る中、 7チーム (5丁 目・5丁 目上 。

タウンA・ タウンC・ タウンDO山九・連合

チーム)が参加。リーダ戦で「山九チ…ム」

が接戦を制しました。

醸蔓騰 山九チーム
籐ヨ熙猥タウンDチーム

ー
5丁 ロチーム

第2回 ミニテニス大会
10月 26日 (日)阿 品台中学校体育館

7チ ームが参加し、総当たり戦で5勝 1敗を収め

た「井原夫婦ペア」が優勝しました

警菫Dタイガース(井原夫婦ベア)

饉剰腱 チーム直斗 (山 口・琴谷ベア)

―
キャッツ(衣笠・馬渕ベア)

広島ガス料理講習会
10月 28理 (火)阿 晶台市民センター

柿崎不二子先生によるおもてなしイタリアン

クリスマスツリー作リ
11月 18日 (火)阿 品台市民センター

吉和「ミントハウス」の酒井睦子先生による

ドライフラワーを使ってのリース作り

じめ縄作リ
12月 26日 (金)阿 晶台市民センター

森永乳業料理講習会
1月 27日 (火)阿 品台市民センター

乳製品を使って成長期の子供向けの料理講習会

訂正とお詫び

前号「ふれあい45号」において以下のような誤りが

ありました。ここに講正しお詫びいたします。

◆1面 中見出し
[誤] 市 (地域振興部地域振興課)

[正] 市 (自治振興部地域振興課)

◆4面 データで見る阿品台
表「学童の推移」右9、 10段目015、 16段目

平成20年 教員数
・小学校教員数   [誤]    [正 ]

広島県    2,572    95635
全  lコ   82,593  419,312

0中学校教員数

広島県    874   5,581
全 国  32,910  249,509



ドッジボール大会
11月 29日 (土)阿 品台西小学校体育館

参加者 小学生 54人 中学生 32人
優 勝 小学生 西小Bチーム

申学生 ボンバアフローズ

楽しくクッキング
阿品台市民センター

10月 18日 l■) 牛丼 (参カロ6人 )

12月 20日 (土)ハヤシライス(参加8人 )

1月 24日 (土)グラタン(参加6人 )

2月 21日 (土)雛すし(参加5人 )

とんど
1月 11日 (日)阿 品台2丁目公園

参加者 61人

り (体育部共催)

1月 8日 (土 )18100～ 19:00(6周 回コース)

参加者 子ども56人・大人51人

各町内会の子ども会、体育部 。青少年部長及
び住民有志で安全と防災を呼びかけました。

第電8国グラウンドゴルフ大会
阿轟台東4嘩校グラウンド

96人

阿品台北 釜野 正弘さん

49打  ホープレインワン1本

10月 13日 (月 )

参加者

優勝者

打 数

ふれあい昼食会
10月 31日 (金 )

むいかいち温泉 ゆ・ら・ら

参加者 50人・
夜
‐
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環境内容 推 移
・4711 中

項  目 測定場所 単 位 平成1年 平成10年 平成18年

大
　
たス

二酸化窒素

(窒素酸化物 )

廿国市市 (桂公園) ppm 0.007 0.006 休 浪J 良 好

阿品台公民館 ppm (A) (0.041) (0.021) O.018 良 好

二酸化窒素

(窒素酸化物 )

廿国市市 (桂公園) ppm 0.019 0.022 0日 0054 良 好

阿品台公民館 ppm (B) (0.005) (0.006) 0"の 18 良 好

水
質

BOD 御手洗川の河口 mg,/l 3.7 3.1 2 環境基準未達

COD 地御前沖海域 (5可品地先 ) mg./l 2.3(4.0) 3 4 環境基準未達

振
動

騒
音

騒音 (昼間/夜間) 阿品台三丁目集会所 dB(A) 60/50 60/50 環境基準未達

振動 (昼間/夜間) 阿品台三丁目集会所 dB(A) 26/16 29/21 良 好

1.単   位…0(A)はS03mg/日 /100cm2、 (B)は N02mg/目/100cm2
2日 環境基準値

`。
・①二硫化硫黄の1日寺間値の1目 平均値が0.04以下で且1日寺間値が0.lppm以下、

②二酸化窒素の1日寺間値の1日 平均値が0.04～ 0,06ppm以下、③河サ|1水のBODは3mg/1以 下

④海水のCODIよ2mg/1以 下、⑤騒音は60/55、 ⑥振動は65/60dB以 下

3口 総 合 判 定・・・阿品台地区の生活環境は一部地域 (市道対厳曲線沿い)の騒音を除いて大変良好である。

(騒音も左記道路より数m離れると59/40dB(Hl年 デ∵夕)と基準値以下となる)。

廿国市市街地域も河川と海水の水質に多少問題あるも良好な環境下にある。
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(1ペ ージより続 く)

看護大学の概況 (平成21年3月現在)l回吻吻隕蝠輻隕輻鰤輻輻鰊魃輻輻渕祠鐵鶉翻難難難翻難轟‖■■|

・組織等について

学長 新道 幸恵 (看護学部長兼務) 研究科長 飯村 富子   図書館長 川根 博司

事務局長 梶田 慣二    教員数 47名   職員数 18名
0学生数

学生総数 580名 (学部生 :559人、 3年次編入生 :21人) うち、女 :540人、男 :40名
・学生の出身地

平成20年度入学生の出身地状況は、半数は県内出身者であり、残 り半数は南は沖縄から東は京都出身者がおり、中四国に

留まらず全国から有為の人材が集まっています。
・就職の現況

平成 20年度の就職率 (大学院等への進学者等も含む) 100%
赤十字医療施設 :71.1%、 国公立系医療施設 :15.5%、 公的医療施設 :5.6%、
私設医療施設等 :4。 9%、 進学者等 :2.9%
その内、中四国地方の医療施設の就職率は全体の 64。 7%です。

学生自治会により毎年 10月 下旬の土日に大学祭を開

催 していますが、住民の皆様方にはバザーが大人気です。

昨年は 10月 の 25・ 26日 に開催しましたが、第 1日

目の 10月 25日 の 12時頃には、大学の空を見上げる

と、本学は緊急時の救援拠点になっていますが、その緊

急時に活躍する日本赤十字社のセスナ機が何機も大学上

空を旋回しました。この日の夜には花火が空を染め、地

域の皆様にもお楽しみいただけたと思います。

ボランティア活動としては、ボランティア部・赤十字

奉仕団があります。地域支援活動として、養護 0老人施

設への慰問、献血・募金活動のPR等を行っています。

また、本学の教員 0学生が中心となり、筋萎縮性側索

硬化症 (通称、ALS)の 病気を患っている患者さんを

バスケットボールの大会観戦にお連れし、楽しんでいた

だく活動を行いました。 (こ の模様は中国新聞に掲載)

今年より広島西部の地域機関紙である西広島タイムス

に広島のキャンパスライフとして大学ノー トという記事

がありますが、そこに本学学生も定期的に記事を投稿 し、

本学の活動等の情幸艮発信を行っています。

今回は初号として2月 27日付けの西広島タイムスに

記事を投稿 しました。看護の実践訓練の場としての看護

実習室及び本学学生の学びの場だけではなく地域の方・

県内の医療関係者への広い情報提供の場となっている図

書館について紹介しました。

地元・県内のイベントヘの参加としては、昨年 5月 のフ

ラワーフェステイバルの赤十字パレードの参加や、 10
月に開催された宮島お砂焼まつりに、パワフルなダンス

パフォーマンスやソーラン踊 りを披露しました。

学生の地域への活動・貢献
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