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あけましておめでとうございます。平成 26 年の新春を

迎えるにあたり、会員の皆様におかれましては、益々ご健

勝のこととお慶び申しあげます。さて、会員の皆様の中に

は県外でご活躍の方も多いと思いますが、秋田県と秋田県

における看護の現状、そしてこれから期待される看護につ

いてお話させていただきます。ご承知のとおり、秋田県は

少子高齢化が急速に進んでおり、県民全体の人口は少しず

つ減少してきています。「都道府県の将来推計人口」による

と、平成 32 年まで老年人口は増加し、それ以降は減少に

転じることが見込まれていますが、平成 52 年まで老年割

合（高齢化率）は増加し続けることが予想されています。

そのため、今後、看護を必要とする方はさらに増加するも

のと考えられています。 

では、秋田県で看護師として働いている方はどのくらい

いるかご存じでしょうか。平成24年12月末現在、看護師

は10,001人、准看護師は3,461人、合計で13,462人とな

っており、看護職員全体としては増加傾向にあります。し

かし、「秋田県看護職員需給見通し」によると、需要数に対

して供給数は足りていないとされているため、県では早期

離職の防止や定着促進を図っているところです。なお、就

業場所については病院が約70％を占めていますが、近年の

在宅医療の推進などに伴って、介護保険施設への就業者が

増加傾向となっています。 

次に、看護師の資格についてですが、秋田県には2人の

専門看護師と 87 人の認定看護師がいます。皆様の中にも

専門看護師や認定看護師を目指している方がいることでし

ょう。また、各種学会認定の資格や、現在、国会で議論さ

れている特定看護師についても興味をお持ちの方もいるの

ではないでしょうか。今後、医療の現場では益々求められ

ることが予想されますので、是非、多くの方がそのような

資格を取得し、その知識や技術を現場で活かしていただけ

ればと思っています。 

そして、期待されるこれからの看護という視点に立って

みると、効率的な医療の提供に資するためチーム医療によ

る協働を進め、チームのキーパーソンとなって他職種と連

携し、看護を必要とする方やその家族を支えることが、看

護師には求められています。つまり、一人ひとりの専門職

としての看護師が自発的に資質の向上を志す姿勢が求めら

れており、そのためには自己研鑽を積むべく、より適確な

知識や適切な技術を身につけることが必要になってきます。

看護には洞察力、気づく力、調整力、考えぬく姿勢、問題

意識を持ち続ける姿勢など、数え切れないほどの『力』や

『姿勢』などが必要になります。皆様はどのように知識を

深め、どのように技術を身につけていますか。 

さて、同窓会は、会員の皆様の情報交換や情報共有の場

にするだけではなく、学年を超えてこの同窓会が一枚岩に

なることで、会員の皆様、これから会員になる後輩、母校

である学院にとって有用な組織にしたいと思っております。

まずは、気軽に足を運んでください。 

最後になりますが、会員の皆様の一層のご活躍とご健康

をお祈りいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

 

 

        学院長あいさつ 

         学院長 丹 波  望 

 

同窓生の皆さん。こんにちは。置かれた持場で懸命に「看

護」に取り組んでいることと察します。この便りが届くの 

は立春も過ぎたころ？新たな一年、一人ひとりそれぞれの

はたらきが自分にとって納得のゆく充実したものになりま

すよう祈ります。 

さてわたしは、このところ永く 学校法人のしろ文化学園

理事長 として看護学院に関わってきましたが、昨春「認可」

に関する学園の事情により、これまでの佐久間先生には補

佐役をお願いし、学院長職を兼務することになりました。

それで今回は学院長としての報告・メッセージです。 

 はじめに学院の現況。1 年生もようやくに「看護専門教

育」に慣れ、2 年生は年末から「領域別実習」への本格的
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取り組みを開始。3年生は12月のケースレポート発表、続

く論集の編纂とせわしく過ごし、今はただ国家試験の準備

にひたすら打ちこんでいる毎日。これすべて、皆さん一人

ひとりが経験してきたこと、振りかえりそのころの張詰め

た気持ちと共に想いおこしていただけることでしょう。「卒

研」について云えば、例年のことながら「よくこれまでに

成長したな」という想いと、同時に、取りあげられたテー

マに時代相を強く感じたことでした。皆さんもこの機会に

再度自分の論文を読み返し、今ならどんなテーマを採りあ

げるか、またその論をどのように展開するか、考えを深め

ていただきたいと思います。 

次に学院の課題。1998 年 開校以来 まもなく満 16 年。

この間における「医療・看護」をめぐる情況の変化は皆さ

んよく識るところですが、それにいかに対応、私学として

特色ある学園を形成するか、また財的基盤を固めるか、こ

れが取り組みを迫られている課題です。「20 周年」に向け

ぜひ共に考えていただきたいと願います。 

 さいごに 同窓生と学院との関係。つい先頃、複数の方か

ら「しらかみ看護学院」についてお褒めの言葉をいただき

ました。おそらく皆さん同窓生の誰かに関わっての感想と

察しました。その点わたしは常ずね「在校・同窓の別を問

わず“しらかみ生”の在るところ、そこに学院が存在し、

その一人ひとりのはたらきにおいて学院は姿を現す」「同窓

生はまさに学院のフロントに立つもの」と理解しています。

つまり「学院と皆さんとは一体」！これからも是非そのよ

うな理解に立って佳い働きを展開していただきたい。さら

にはそのような皆さんと現役学生との交流がいっそう密に

なることを願っております。皆さん向後のご活躍を切に祈

ります。 

役員会について 
平成２５年１０月２５日（金）に同窓会役員会を開催い

たしました。簡単にではありますが、内容をお伝えします。 

１.日 時：平成２５年１０月２５日（金）【１８時半～】 

２.場 所：秋田市山王 

３.出席者：役員４名（委任状２名）、事務局１名 

４.議 題： ①平成25年度同窓会年間活動計画について 

②平成24年度決算、平成25年度予算について 

③役員会及び総会の開催について 

会長の挨拶があり、事務局より招集趣旨の説明があった後、

議長に事務局（渡辺）を選出し、議事に入りました。①の

年間活動計画については、昨年と同様に在校生への援助や

入学・卒業・戴帽式の際の電報や花の準備を中心に活動を

行うことといたしました。②の平成 24年度決算、平成 25

年度予算については次の会計報告の通りとなりました。監

査については【平成25年10月4日】行われ、適正である

との報告を受けました。③の役員会及び総会の開催につい

ては、準備に関る同窓生を増員する必要があり、協力者を

募るべきとの意見がありました。特に女性の参加をお願い

したく、期に拘わらず協力していただける方を募集してい

ます。総会については、次年度または２年後に大々的に開

催することとしました。具体的な内容については、今後、

協力者を交えての話し合いを行ったうえで進めていきたい

と思います。その他、協議が必要な場合は、その都度役員

会等を行い話し合いをするものとします。 

① 平成２５年度同窓会年間活動計画について 

月 日 項 目 内 容（費用） 

４月 ７日 入学式祝 花（20,000円）及び祝文 

５月 ２日 体育祭援助 ジュース（10,000円） 

６月１９日 戴帽式祝 花（20,000円）及び祝文 

１０月２５日 役員会・監査会 会議費等（～30,000円） 

１０月２０日 学院祭援助 援助（30,000円） 

２月１７日 国家試験 お菓子及びジュース（10,000円） 

３月 ５日 卒業式祝 花（20,000円）及び祝文 

３月 ５日 同窓会説明 卒業生への挨拶及び協力依頼 

随 時 会報発送 発送費・消耗品費等（60,000円） 

 

渡邊会長から１３期生の皆さんへの挨拶及び同窓会の説明 

会計報告 
◎24年度決算 

収入の部 
  

科  目 金  額 摘  要 

前年度繰越金 353,572 ４月当初通帳残高 

終身会費収入 470,000 １３期生、既卒生終身会費 

受取利息収入 55 預金利息 

合 計 823,627   

支出の部 
  

科  目 金  額 摘要 

補助金支出 99,636 体育祭・学院祭・各行事花代等 

発送費支出 36,400 会報発送 

会議費支出 17,890 総会・役員会 

事務用品支出 23,629 印鑑・封筒・事務費 

次年度繰越金 646,072 
 

合 計 823,627   

 

◎25年度予算 

収入の部 
  

科  目 金  額 摘  要 

前年度繰越金 646,072 設立総会祝金 

終身会費収入 400,000 １４期生、既卒生終身会費 

受取利息収入 100 預金利息 

合 計 1,046,172   



支出の部 
  

科  目 金  額 摘 要 

補助金支出 110,000 看護学院行事等援助費、花代 

発送費支出 40,000 会報、総会案内 

会議費支出 30,000 総会、役員会、監査会 

事務用品支出 30,000 コピー用紙等消耗品費 

次年度繰越金 836,172 25年度予算 

合 計 1,046,172   

役員及び事務局 
会   長：渡邊 正樹【1期生】 

副 会 長：佐伯  亮【2期生】高橋 賢司【5期生】 

会   計：須田 基靖【1期生】 

監   査：齊藤  史【3期生】三上 拓也【5期生】 

事 務 局：大澤優佳子【4期生】加藤 夏生【4期生】 

      渡辺 裕介【学 院】 

学院の近況報告 
●２０１３年度の主な行事 

４月  入学式   ５月  体育祭 

６月  戴帽式   ８月  学校見学説明会 

９月  ２年生研修旅行（長崎） 

１０月  学院祭、文化講演会【加賀司法書士】 

１１月  推薦入試・社会人入試 

１２月  ケースレポート発表会 

 １月  一般入試（１次募集） 

 ２月  一般入試（２次募集）、看護師国家試験 

 ３月  一般入試（３次募集）、卒業式 

●国家試験について 

 １３期生の皆さん第１０２回看護師国家試験お疲れさま

でした。合格率は９５％ということで、皆さんの努力はも

ちろんのこと、先生方の熱心な指導の賜物だと思います。

今年度１４期生が全員合格することを心から願っておりま

す。今年の国家試験は２月１６日に行われ３月末に発表さ

れる予定です。 

新同窓生について 
 １３期生４０名が新たに同窓会に加わり総会員数は、４

９２名となりました。この３月には１４期生３７名が新た

に加わり総会員数は５２９名となる予定です。１３期生の

就職進学状況は県内就職が３１名、県外就職が８名、県内

進学が１名となっています。 

国家試験激励会 
 先日、２月１０日に同窓会から、国家試験を間近に控え

ている３年生へ、恒例のお菓子や栄養ドリンクの差し入れ

を行いました。同窓会を代表して加賀谷舞（秋田社会保険

病院）、千田巴都美（島田病院）、湊遥（山本組合総合病院）、

が激励のことばを述べました。「友達と一緒に勉強したこと

が、意外と国試に出るので、友達と励まし合いながら頑張

ってください。」（加賀谷）、「今は本当に大変だと思うが、

ここを乗り越えると本当に楽しい生活待っている。あと少

し頑張ってください。」（千田）、「病院で実習を頑張ってい

る姿をみていました。皆さんなら大丈夫です。自信を持っ

てください。」（湊）と激励しました。その他、アドバイス

や経験談を交えた質疑応答がありました。３年生からお礼

のことばでは、代表の三浦真衣子、佐々木慎平から、意気

込みと感謝の言葉がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から加賀谷、千田、湊  

                三浦（３年生） 

卒業生便り 
            斉藤徳子（４期生） 

            勤務先：日本医科大学付属病院 

 日本医科大学付属病院高度救急救命センターに配属され

９年目となります。一昨年、救急看護認定看護師になりま

した。一つの分野を長く深く極めていく事はとても大変な

ことですが、私がこうして頑張れるのも、救命センターに

搬送された患者様を助けたいという強い信念があるからで

す。職場からはたくさんのチャンスを与えられ、常に自己

研磨できる環境にあります。また、スタッフ個々が救命医

療の意識を高く持ち明るく楽しい職場です。今後も一人で

も多くの患者様を助けられるよう自分に出来ることを精一

杯頑張っていきたいと思います。 

 

事務局からお知らせ 
 結婚や引越し等で、住所が変わり会報が届かない方がい

ました。お手数ですが、住所が変わった場合には、下記宛

にメールで結構ですのでご報告をお願いいたします。また

上記の方法が困難な場合は、ホームページより用紙をダウ

ンロードし郵送またはＦＡＸで下記までお送りください。 

◆同窓会終身会費のご案内◆ 

 同窓会会費の納入について、未納の方は、別紙資料によ

り、同窓会終身会費の納入をお願いいたします。同窓会の

運営はもちろんのこと、学院の運営援助、後輩の教育活動、

行事等の援助に充てていきたいと考えています。ご協力の

程よろしくお願いいたします。 

ＨＰ（ホームページ） 

http://www.asnursing.ac.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

お問い合わせ先 

〒016-0014 秋田県能代市落合字下悪土 120 

秋田しらかみ看護学院同窓会 事務局 宛 

  TEL 0185-89-1900   FAX 0185-89-1910 

  MAIL dosokai@asnursing.ac.jp 

http://www.asnursing.ac.jp/


卒業アルバム紹介 
 １３期生まで卒業し、これまで１３冊のアルバムが出来

あがりました。各期のアルバム委員が中心となり、それぞ

れ工夫を凝らし、期によって様々な特色がでています。中

には数多くの写真が入ったＣＤＲＯＭを作成し、アルバム

に添付しているものもありました。今回は、これまで各期

の作成したアルバムの表紙とタイトルをご紹介いたします。  

是非この機会に、ご自分の卒業アルバムをご覧になり、

学生時代のことを少し思い出してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１期生「Ｏｎｅ」    ２期生「歩いていこう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３期生「しあわせ」     ４期生「Only one」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５期生「旅立ち」    ６期生「光を胸に･･･」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７期生「絆」       ８期生「大志」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９期生「Ｌｉｆｅ」   １０期生「十人十色」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１期生「FREEDOM」  １２期生「たのしいなかま」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

１３期生「13th Memory」 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

募 集 

同窓会の活動・運営に、お手

伝いしていただける方を募

集しています。主な仕事は、

会報の作成・発送作業、総会

の企画・運営等です。年に１

～３回程度で結構です。 

dosokai@asnursing.ac.jpま

でご連絡をください。よろし

くお願いいたします。 

その他、ご意見ご要望等もお

待ちしています。（事務局） 

mailto:dosokai@asnursing.ac.jp

