
あがりんさいだより
広島文化学園大学 令和３年 新年号（第７号）

月 日（土）10時からカフェ。決まり次第ご連絡させていただきます。
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メンバーの写真

・山内京子
コロナに振り回される日々です。阿賀パワーで乗り切っていきましょう!!! 
雨過天晴！その内、きっと必ず良い事あります!!  
いつだって、そうやって私たち頑張ってきましたもの!!!

・浅香眞由巳
いつまでもコロナが落ち着きませんが、皆さまお変わりありませんか？お

茶を飲んでお喋りして、楽しい時間を一緒に過ごすことがどんなに幸せなこ
とだったのか、と感謝しながら新年を迎えました。今年は穏やかな、幸せな
時間を取り戻したいですね。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

・今坂鈴江
皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は、あがりんさいを一

度しか開催できず、あがりんさい便りだけの交流になってしまいまし た。今
年こそは皆様にお会いできるのを楽しみにしています。 今年度もコロナ感
染予防対策として、通常の予防以外に、食に力を入れたいと思います。 食
事は免疫力を上げることもあり、また普段コンビニ生活の私の食生活を見
直すためでもありま す(汗)。また、皆様にお会いしたときに、食事のメニュー
や調理方法を教えていただければな～と今から楽しみにしています!

・岡田京子
明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウィルスが猛威を振

るい「自粛、自粛」と生活環境が一変した年でした。まだまだコロナさんは自
粛される様子が見られませんが、今年は辛丑。辛いことが多いだけに、大
きな希望が芽生える年になるといわれています。希望をもって、一日も早く
皆さま方と笑顔で交流できる日が来ることを願っています。今年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。

（写真は大学食堂前にて撮影）

新年の抱負、ご挨拶



新年の抱負、挨拶

・加藤重子
明けましておめでとうございます。昨年は、大変お世話になりました。コロナ

禍にあり活動もままならない中、西延崎プラチナクラブ会員の皆様は、公益
財団法人 日本生命財団より 2020年度シニア活動顕彰を受賞されました。
おめでとうございます。また、マスク、コースター、クリスマス飾りなどたくさん
の手作りの作品で学生や教職員を励ましてくださいました。本当にありがとう
ございました。

看護学実習の模擬患者としてインタビューに応えてくださった方、暑中見舞
いや、あがりんさいだよりに投稿してくださった方、皆様に支えられ、令和２年
を乗り切りました。令和３年もますます厳しい状況ですが、「『自分の命は、自
分で守る。』と強い気持ちを持って、お互いを気にかけ合い、声掛け合って、
イキイキ生きる。」皆さん、ご一緒に令和３年を良い年にしていきましょう。

・空本恵美

みなさま、お元気にお過ごしでしょうか？笑いは、免疫力アップにつながり
ます。今年も、たくさん笑うし(牛)、うっしっし～！笑顔を絶やさず頑張ります
(^^♪ハッピーがギュ～（牛）っと詰まった1年になりますように。

・進藤美樹

あけましておめでとうございます。昨年はカフェが開催できず、皆さんにお
会いできない日が続きました。その間、皆さんの顔を思い浮かべて話をした
り。皆さんが送ってくださったハガキをみて喜んだり。ようやく開催されたカ
フェでは、再会を喜びあいました。学生の筋力アップ体操を見て、「家でずっ
とやっとったよ」、「これがポイントよ」と実演してくださる方もいらっしゃいまし
た。改めて、あがりんさいが地域の方に支えられていること、なくてはならな
い場になっていることを実感した１年でした。令和3年もあがりんさいの皆様
とともに元気にすごしたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。

・林君江

新年あけましておめでとうございます。昨年は皆さんにお会いする機会が
少なく寂しい年でした。しかし健康でいればまたお会いすることが必ずできる
と思いますので、コロナに負けずに感染対策をして日々過ごしたいと思いま
す。今年もどうぞよろしくお願い致します。

・高橋登志枝
今年の抱負を漢字一文字で表現します。「気」もそうですが私は「強」 です。

コロナ禍に負けないように、身心ともに強くなり、他人にやさしく、自分に厳し
く生きたいと思います。今年も宜しくお願い致します。



リクエストコーナー

カフェに参加された方より学生の声が聞きたい！と要望がありました。

今回は、あがりんさいに参加した学生の声と認知症看護強化コースの学生のご
挨拶を掲載しております。皆様の投稿やリクエストをお待ちしています。

あがりんさいカフェでは嚥下体操や身長･体重･握力測定、骨密度などを実施。わたし

は身長･体重の測定を主にしたのですが、その中で参加してくださっている高齢者さん

が「前よりも体重が増えている」「前よりも身長が縮んでいる」「力が弱くなっている」と口

にされていた。わたしたちは握力や身長などは年に1度くらいしか測ることはないが高齢

者さんは週に1度もしくは一日に１回測られている方もいました。これらを聞いて高齢者

さんにとって、体重･身長･握力などはわたしたちよりもはるかに不安を感じていて段々と

身体機能が低下してきているのではないかと感じました。中には、骨密度の診断を不安

に思って大丈夫なのかを聞きにこられる方もいました。大丈夫だと結果の見方を伝える

と、「すごく不安だった。安心した」と話されました。ちょっとした変化でも高齢者の方はす

ごく気にしたり不安に思っていると学びました。その不安な気持ちを少しでも軽減できる

ようなケアや援助･声かけなどを行うことが必要だと思います。今回の認知症カフェでは、

改めて高齢者の身体的変化について感じることができました。わたしはあまり高齢者の

方とお話をする機会が少ないため、今回の認知症カフェで自分の経験値が上がったと

感じています。この経験をいかして発達段階別にどのような看護が必要なのかについて

考えながら看護ができるようになりたいと思います。

わたしは患者さんの不安や悩みなどを受け止めてケアだけでなくコミュニケーションや

会話のなかで患者さんを支えていける看護師になりたい。

３年生 西本 咲良



あがりんさいカフェの参加者の皆様、あけましておめでとうございます。今年は丑年です

が、中には歳男、歳女の方もいらっしゃるのではないでしょうか？ここ最近は寒い日が続

き、布団から起き上がることから一苦労して1日が始まっています。 新型コロナウイルス

の拡大は未だ収束を見せることなく、それは更に拡大して、いつものような年始年末を過

ごすことができなかった方も多くいらっしゃると思います。

例年、お正月といえば、祖父母の家で親戚が集まり、みんなでわいわいとおせちを食

べたり、お喋りしたりして楽しい時を過ごしていました。

皆様の中には、毎年年始だけ帰ってくる子どもさんやお孫さんのお顔を見ることもできず、

大変寂しい思いをされているのではないでしょうか。いち早く新型コロナウイルスが収束し

て、誰もが不自由なく日々を送ることのできるよう、私たちも願っております。

皆様と再会するまで私たちは日々精進し、楽しいカフェを準備しますので、お待ちしてお

ります。 ３年生 檜垣 瑠菜

新年あけましておめでとうございます。皆さん、寒い日が続きますがいかがお過ごしで

しょうか？私たち認知症看護強化コースのメンバーは、現在各看護領域の実習をお互い

励まし合いながらこなしているところです！去年は、新型コロナウィルスのこともあり、学

生だけで、4年生の先輩を高齢者の皆さんに見立てて模擬カフェを実施しました。

あがりんさいなどのカフェで皆さんと直接お会いすることが出来ずとても残念に思ってい

ます。今年こそは、あがりんさいで直接お会いして互いの顔をみながらお話することがで

きるよう願っています。そして、今年も認知症看護強化コースをよろしくお願いします！

３年生 山脇 鶴稀乃

あがりんさいの皆さま、明けましておめでとうございます。このような世の中で旧年中は

様々なご苦労があったかとは思いますが、こうして新年を迎えられることを大変嬉しく思い

ます。新型コロナウィルスの流行により今ひとつ気が晴れないまま新しい年を迎えられた

方も多いのではないでしょうか。私たち３年生はあがりんさいに参加することがないまま一

年を終えてしまいました。しかし、自由に好きな場所へ行き、会いたい人に会うことがどれ

だけありがたいことだったのか、また、いまある環境の中で、できることをやっていこう、そ

う思うことのできた一年でもありました。未だ先の見えない日々ではありますが、ご自分自

身とご家族、周りの大切な方々を守りながら健やかな日々を過ごして頂きたく思います。

少しでも早くこの状況が収束し皆さまにお会いできることを心より願っております。

３年生 松本 茉渚

学生の声
認知症看護強化コース3年生



あがりんさいかるた①
『かるた』の始まりとする説の1つに、平安時代の貴族の遊びで、『貝覆

（かいおお）い』というのがあります。二枚貝のハマグリを使った遊びで、
『貝合わせ』という遊びが発展していきます。

源氏物語は、教養として身に付けておくべき文学でしたから、遊びなが
ら学習するというような要素も合わせ持っていたようです。

『かるた』という名前は、ポルトガル語で『手紙』や『カード』、『四角い紙』
を意味する『カルタ（carta）』が語源とされています。

皆さんから寄せられた「あがりんさいかるた」を追加募集しています。
奮ってご応募お願い致します。

読んで、思いっきり笑える内容やコロナに打ち勝つような、かるたで免
疫力をアップさせましょう。

これまで皆さんが作ってくださった
『あがりんさいかるた』の一部をご紹介します



あがりんさいかるた②

読み札、絵札

どちらでもぉ～。

お願い
同封のはがきに

『かるた』や近況を書いて

お送りください。

広島文化学園大学看護学部 進藤 美樹・高橋 登志枝

出典： https://news.1242.com/ お正月の遊び

能絵手鑑/貝合わせ/



頭の体操 その5
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

1.次の計算式の□の中に、＋、－、÷、✕の記号を入れて式が成
り立つようにしてください。

①15 （10 5） ＝ 3

②25 （3 2） ＝ 5

③4 （9 7） ＝ 8

2.矢印の方向に読むと二字熟語ができるように中央の空欄に漢
字を当てはめてください。当てはめた3つの漢字を並べ替えてでき
る三字熟語は何でしょうか？

答え

出典先 介護アンテナ https://www.kaigo-antenna.jp/kaigo-recreation/head_003/detail-5835/

ダスキンヘルスレント https://healthrent.duskin.jp/column/brain-training/q48.html?src=m

広島文化学園大学看護学部 浅香真由巳



頭の体操 その3の“答え”
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

ちょっと脳トレ！！あたまの柔軟体操です。

1.犬が1～10までの骨を全て拾って家にたどり着くにはどんな道順で帰ったら

いいでしょうか？ただし、一度通った道は使えません。

2.次の横、縦の足し算が成り立つように図形の中に入る数字を考えてみましょう。

＊ヒント：同じ図形には同じ数字が入ります。

☆＋☆＋❤＝13

＋ ＋ ＋

❤＋〇＋ 2＝ 9

＋ ＋ ＋

△＋△＋ 1 ＝13
↓          ↓ ↓

14 15 6
出典先 ダスキンヘルスレント https://healthrent.duskin.jp/column/brain-training/index.html

広島文化学園大学看護学部 浅香真由巳

答え

➡ ➡

➡ ➡

➡ ➡ ➡

➡ ➡

4 5 9

8 10

6 1

2 3 7

答え

☆➡ 5
❤➡ 3
〇➡ 4
△➡ 6



頭の体操 その4の“答え”
あれかな？これかな？と考えることが脳に効きます！

1.右横のリストの中の漢字を空欄のマスの中に入れて、タテヨコに三文字熟語ができるようにして

ください。中央に入る5つの漢字のうち、4文字使ってできる四文字熟語は何でしょうか？

2.冬のなぞなぞです。ヒントを参考にお答えくださいね。

1）象は象でも、お正月に食べる象って、な～んだ？

ヒント：お餅を入れますね。

2）雪が降ると、あちこちで見られる食べられない「かき」ってな～んだ？

ヒント：やりすぎると腰が痛くなります・・・((+_+))

3）吹くと気持ちがいいのに、ひくとつらくなるものって、な～んだ？

ヒント：これからの季節、気をつけましょう。

出典先 ダスキンヘルスレント https://healthrent.duskin.jp/column/brain-training/index.html

広島文化学園大学看護学部 浅香真由巳

答え：文武両道

お雑煮

雪かき

風邪（風）

一
千両箱

日

純
古文書

学

影
野武士

者

民
旅芸人

品

修
食道楽

女



令和2年度 あがりんさい

・
あいさつ
血圧測定(自動血圧計)・調査

健康づくり・認知症予防他講話

認知症予防・介護予防イベント

・嚥下体操・筋力アップ体操

・お茶の時間

・参加者語らい

おわりのことば

・各種健康調査（1回/年）

対人援助センター呉・阿賀キャンパス

責任者 土肥敏博

呉市来てくれサロン
あがりんさい 運営 ニュースレター発行 健康教室 サポーター養成

林君江 空本恵美 進藤美樹
今坂鈴江 浅香真由巳 岡田京子
高橋登志枝 加藤重子(もろもろ承り係）

看護学部 学部長 山内京子

発行所：呉市阿賀南2-10-3
広島文化学園大学看護学部
代表電話：0823-74-6000

４月 自粛のためお休み
５月 電話インタビュー等
６月 新しい生活様式
７月 出張カフェ中止

ニュースレター創刊
８月 認知症コース学生

による模擬カフェ、
熱中症予防、うちわづくり

９月 災害の備え
10月 認知症予防
11月 第１回カフェ 健康調査
１２月 クリスマス会中止
１月 自粛のためお休み
２月 節分祭、ニュースレター
３月 ひなまつり


