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5 月 30 日（木），卒業生の犬童万里代さん（国立成育医療センター
勤務）が，卒業後の活動や看護実践の紹介などを踏まえ，看護にたずさ

♪講

っていこうと思いを新たにしました。

♪日 程… 9 月 17 日(火)
～11 月 19 日(火)の期間

〈主な経歴〉

の毎週火曜日(計 10 回)

平成２年本校衛生看護科卒業。東京大学
医学部附属病院手術部副師長，日本赤十字
社医療センター臓器移植立ち上げ等に従事

♪時 間…18:30～20:30
♪対象者…一般の方ならどなたで
も受講できます。

し，手術分野の認定看護師取得。社団法人
臓器移植ネットワーク専任コーディネータ
ーを歴任し，平成 25 年から現職。

ＥＭの利用方法，

初心者のためのピアノ講座」

わる喜びなどを在校生に話をしてくださいました。多くの生徒たちが感
銘を受け，看護を学んでいることに誇りを持ち，目標に向かってがんば

座…

♪場 所…野田女子髙校内
♪費 用…材料費 2,000 円程度
♪申込期限 …8 月２３日（金）

生徒の感想より

♪ 申込方法 …野田女子高等学校生涯

こんなに素敵な先輩がいることに感激しました。看護師は病気を治す
だけでなく，さりげない気遣いで患者様の生きる力を引き出すことが
できることを知り私もこんな看護師になりたいと強く思いました。

学習県民大学講座係へ FAX または
ハガキでお申し込みください。
（住所･番号は上記タイトル横に記載）

◇◇衛生看護科 看護臨床実習◇◇
衛生看護科 3 年生が 5 月 27 日(月)から 7 月 5 日(金)までの 6 週間，病院で実習を行い
ました。実習では患者様や看護師さんから多くのことを学び，現場の厳しさを感じると
ともに，看護職のやりがいや喜びを体験することができました。
カイ・キヨオカ先生は，本校と鶴翔高校に，平成 23 年 10 月より１年 10 ヶ月，ALT(外国語指導助手)として
勤務され，このたび任期を終えカナダに帰国することになりました。先生からのメッセージです。

“Farewell Message to the students of Noda Joshi!”
I would like to wish all of you the very best on your journeys through life.
I hope you all have the opportunity to travel and visit other countries.

There

is nothing more rewarding than traveling. It is a lot of fun and you learn
about yourself as well as other cultures. I have been fortunate to be able to
live and travel in Japan these past two years.
able to learn about Japan and its culture.

During this time I have been

Thank you!

Mr.Kai Kiyooka

みなさんの人生の旅が，実りあるものになればと願います。旅ほど大いに得られるものはありません。旅はとても楽し
く，異文化だけでなく自分自身についても知ることができます。この２年間，日本に住むことができ，そして日本を旅行
することができてとても幸運でした。日本と日本の文化について学ぶ事ができました。ありがとう！

食物科１年の若松璃緒さん（阿久根中出身）が，６月に行われた
県大会でバタフライ 100ｍ6 位，同じく 200ｍで 7 位に入賞しました。あわせて
九州大会出場に必要な標準記録を突破し，７月 13 日（土）～15 日（月）に福岡県立
総合プールで開催された九州大会に参加しました。九州各県の代表が集まったなか，一年生ながら堂々と
した泳ぎを見せ，100ｍで自己ベストを更新することができました。
若松さんは，4 歳から水泳を始め，現在は阿久根市のＢ＆Ｇスイミングプールで
毎日練習をしています。肺活量を増やすため，吹奏楽部にも所属しトロンボーンを担
当しています。試合には，クラスメイトから贈られた似顔絵・応援メッセージ入りの
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
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旗と保健委員の仲間が作った応援うちわを持参し，野田女子高校みんなの応援を感じ
ながら，試合に臨むことができました。試合後は，「たくさんの応援，ありがとうご
ざいました。来年も必ず出場して，順位もタイムも上がるようにがんばっていきま
す。」と力強く話してくれました。

6 月 17 日（月）から 6 月 28 日（金）

7 月６日（土）に PTA 主催の地区対抗ミニバレー

にかけて,11 カ所での地区ＰＴＡが実施され，

ボール大会がありました。約１００名の保護者や生

７割の方が出席されました。登校あいさつ運動や夏祭りの指導

徒，職員の参加があり，蒸し暑い天気の中，元気な

体制等の打ち合わせを行いました。学校からの説明に対して，

歓声があがり，楽しい大会になりました。優勝は，

保護者の皆様から質問があり，また学校側へのご意見や要望を

川内地区合同チームでした。忙しい中のご参加あり

うかがう有意義な時間となりました。有り難うございました。

がとうございました。

夏休み期間中の巡回や２学期はじめの登校指導など，ご多用
の中ですが，ご協力よろしくお願いします。

平成２５年８月２５日（日）８：００～１０：００
多くの皆様のご参加，よろしくお願いします。
夏休み中の行事
食物科校外実習（2 年生）7 月 22 日（月）～29 日（月），生活文化科職業体験（2 年生）7 月 23 日（火）～25 日），
中学生一日体験入学

7 月 30 日（火）31 日（水），同窓会慰霊祭および総会 7 月 28 日（日）

２学期行事
白梅寮閉寮期間 8 月 1 日（水）～19 日（火），PTA 奉仕作業 8 月 26 日（日）8 時～10 時
始業式 9 月２日（月），第 48 回体育祭

9 月 7 日（土），専攻科２年臨地実習 9 月 10 日（火）～11 月 8 日（金），

中間考査 10 月８日（火）～10 日（木），文化祭 10 月 25 日（金）～26 日（土），戴帽式
衛生看護科 2 年病院実習 10 月 22 日（金）～11 月 12 日（金），期末考査

10 月 30 日（水）

11 月 19 日（火）～22 日（金），専攻科１年臨地実習 11

月 11 日（月）～12 月 6 日（金）北薩地区フェスタ（本校当番校）11 月 13 日（金），第 10 回吹奏楽部定期演奏会 12 月 7 日（土）
クラスマッチ 12 月 20 日（金），終業式・クリーンアップ活動

12 月 24 日（金）

