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参加高校と人数 
高田高校       ２２名 

津高校         ２名 

津西高校        ７名 

津東高校       １２名 

津商業高校      １２名 

ゆめ学園高校      ３名 

セントヨゼフ高校    ４名 

久居高校       １５名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

木本高校        ２名 

佐久長聖高校      １名 

合計         ８０名 

 
 
 

体験先・参加回数 
1病棟         ２６名       1回目        ６９名 

3病棟         ２５名       2回目        １０名 

外来 （内科）      ５名       3回目         １名 

外来 （外科・整形外科） ６名       合計         ８０名 

デイサービスえがお   １８名         

合計          ８０名 

 
 
 
 
 
 



企画内容 

大変よい 

よい 

ふつう 

少しよくない 

よくない 

スタッフ対応 
大変よい 

よい 

ふつう 

少しよくない 

よくない 

無回答 

スケジュール   
１０：００  着替え・自己紹介・オリエンテーション 

１０：３０  院内見学：薬局・病棟・検査・リハビリ・レントゲン 

１０：５０  療養病棟レク体験・デイサービス体験 

１１：３０  各病棟体験者：食事セッティング・介助 

       外来体験者：デイサービスにて食事セッティング・介助 

１２：３０  昼食休憩 

１３：３０  各病棟・外来体験 

１５：３０  写真撮影・アンケート記入・着替え 

 

 

 

アンケート結果 
 

 

 

 



全体を通しての感想 
 ずっと立ちっぱなしで足とかが痛くなった。することがたくさんあり忙しかった。雰囲

気がとても良かった。(久居高校３年) 

 たんを取ったり、トイレの補助を見学したり、おむつの取り換えを見学したり、いろん

な看護師さんの仕事を見ることができて、余計看護師になりたいと思うことができた。(久

居高校３年)  

 多くの看護師や介護士に病院について看護について聞かせてもらいました。この体験前

は看護についてこまかいイメージがありませんでした。でも今日で看護について多く学べ

て「看護師はこうなんだ」と思えるようになりました。入院している人達がみんな高齢者

だったので看護師の人は大きい声でゆっくり話しかけていました。将来この職に就きたい

と思うのであれば見習っていきたいです。(高田高校２年) 

 私は今３年生ですが今回が初めての看護体験でした。初めはとても緊張していて笑顔も

ぎこちなかったのですが病院の方々のお話を聞いたり患者さんの様子を見ていたりしてい

くうちに、リラックスして体験することができました。そして、看護師さんのお仕事とい

うのは私の思っていたものと少し違ったものであるということにも気づくことができまし

た。病院は様々な職業の人が支え合って成り立っているものだということも学ぶことがで

きました。(津商業高校３年) 

 今日１日を通じて改めてコミュニケーションの大切さ

を実感し、より多くの方と、コミュニケーションする機会

を増やしたいと思いました。デイサービスにいらしていた

方に戦争時の話などもしていただき、とてもためになりま

した。(高田高校２年) 

 看護職において患者様や利用者様とのコミュニケーシ

ョンの必要性がよくわかりました。年配の方との接し方も

学べてとてもよかったです。(高田高校２年) 

 今回初めての看護体験は、普段あまり触れることのないものを見せてもらったり体験を

したりして、将来に向けての貴重な時間になりました。職員さんにも気軽に話しかけるこ

ともできたし、患者さんとのコミュニケーションもできたので満足のいく体験になりまし

た。(久居高校３年) 



 患者さんがたくさんいる中で、看護師さんは一人ひとりに違った対応をし、一人ひとり

の性格にあうように交流していたのが目に残りました。高齢者の方が多い中、積極的に・

笑顔で・コミュニケーションをとること、これが患者さんにとって看護師は心の頼りにな

ることに影響しているのだとわかりました。いろんな瞬間を見ることができ、改めて知る

ことができた１日でした。ありがとうございました。(高田高校３年) 

 一人ひとりの病気や状態に応じて、対応していた。時間を無駄にせず、ずっと働いてい

た。コミュニケーションで大切なのは、一人ひとりに応じて、接し方を変えて、患者さん

に共感することだとわかった。(高田高校３年)  

 今日体験して分かったことは、病院は医師と看護師だけでな

く、薬剤師や介護士などいろんな人とつながっているというこ

とです。あたりまえのことだけど、本当につながり(医療関係の

人と)が大事なんだと改めて気づくことができて、良い体験にな

りました。(津西高校３年) 

 １日を通して本当に色々な経験をさせて頂きました。印象に

残っているのは、手術の見学でおひとりの方を救うために医師

の方々や、検査技師の方、看護師の方などたくさんの職種の方々

が、連携して行っているのを肌に直で感じたことです。(津西高

校３年) 

 まず病棟の様子を見せていただいた時に、ここにはいろいろな患者さんがいて、看護師

さんやその他の働いている人が一生懸命で、すごく雰囲気がいいと感じました。また、食

事のかたさとか形が患者さんによって違うことに驚きました。検査の方法や、様々な部屋

を見学させていただいた時も、とても丁寧に説明していただき、よく理解することができ

ました。知らなかったこともたくさん教えてもらうことができ、とても勉強になりました。

(高田高校２年) 

 初めての参加だったので、初体験の事ばかりで感動しました。ストレッチャーや、聴診

器、血圧の測定などの体験もして、楽しく学ぶことができました。お年寄りの方々と接す

ることができてコミュニケーションもうまくとれてよかったです。(津西高校２年) 

 看護師という職は病院内だけでなく様々な所で必要とされている仕事なんだと改めて実

感した。なりたいと強く思った。「食べたい＝生きたい」ということにかんどうした。(津

西高校１年) 

  



病棟での今までのイメージは、機械的に介助などを行っていくと思っていましたが、意

外と患者さんとフレンドリーに話しながらケアされていて、明るく朗らかという印象を新

たに受けました。食事補助では、耳の聴こえにくい方や主に簡単に食事が喉を通らない方

たちでしたので、コミュニケーションをとりながら患者さんのペースに合わせるのは相当

難しいと感じました。外来での血圧測定は脈を見つけるのも素人では難しく、やっぱりプ

ロの方は経験が大事で苦労も沢山するんだろうなと思います。車イスに乗らせて頂いたの

は、少しの傾斜でも辛いということ。普段気にすることのないスロープも急斜ですので、

こういった所にもまだまだ改善点があるのかなと感じました。(津商業高校２年) 

 普段では見れない所やわからない事がわかって、すごくいい経験になりました。今日の

看護体験でさらに将来の看護に対する気持ちが強くなりました。自分たちで車イスを乗っ

たり、機械を触らせていただけたりしたことがここに来るまで未経験だったので、少しで

も知れてよかったです。(津商業高校２年)  

 看護師というと、はしり回っているイメージが多か

ったけれど、介助の場を見て力仕事でもあるのだなと

思いました。普段病院に行っても見れない場を見るこ

とができてよかったです。明るく対応している看護師

さんをみて、夢がふくらみました。(高田高校２年) 

 こなすべきことが多くて、とても忙しいのも事実で

すが、患者さん一人ひとりにきらきらした笑顔で接し

ていました。体が自由に動かせないし、あまり話すことができないけれど、その方に対し

て一生懸命ほほえみかける姿に感動しました。(高田高校５年) 

 手を洗う事の難しさを実感しました。これで大丈夫と思っても、ブラックライトに当て

ると、とてもピカピカ光っていたのでショックでした。日頃の手洗いの重要性が身にしみ

ました。血圧を手動で計ったのは初めてだったので、意外と難しい事が分かりました。(セ

ントヨゼフ女子学園高校２年) 

 去年、Ｔ病院で一日看護体験をした時は、看護師の楽しいというか、楽な方の仕事を教

えてもらいました。それはそれでとても楽しかったのですが、今回は看護師の大変な仕事

をたくさん教えてもらいました。今日は看護師が本当に大変な仕事ということを実感でき

て、よかったと思いました。(セントヨゼフ女子学園高校２年) 

 

 

 



 看護師の仕事が大変なことは分かっていたけど、自分の予想以上に大変なことを実感し

ました。患者さんから“ありがとう”と言ってもらえた時とても嬉しくて、やりがいを感

じました。この仕事は本当にやりたいと思う人でなければ働けないなと思いました。(高田

高校２年) 

 今日来たことによって自分の進路について考えられたので良かったです。点滴の針につ

いての説明は初めて知ることができたし、すごく感動しました。看護師さんから直接疑問

について聞けたので、とてもためになりました。(津商業高校２年) 

 自分が思っていた看護の仕事と同じような内容もあったし、今まで知らなかったことと

かたくさん知ることができて、とてもいい機会になりました。患者さんによって、症状も

それぞれで、食事の硬さとか、お茶のトロミとか違うなんて今まで知りませんでした。患

者さんといっぱいおしゃべりできたり、何かお手伝いすると、ありがとうといってもらえ

てとても嬉しかったし、楽しい体験になりました。(高田高校２年)  

 看護師のイメージが今までとは変わった。医者の

手伝いをするだけではなく、患者さんのトイレ、食

事をサポートしたら、話を聞いたりするのも仕事だ

とわかりました。食事と体重は病気や体調不良を発

見できる重要なことだと学びました。(津商業高校

２年) 

 私は、全然看護のことを知らなかったけど、今日

実際に働いている看護師さんの姿や声を聞くこと

ができて、かっこいいなと思ったし、あこがれました。責任が重い分、やりがいのある仕

事だと思いました。ＣＴとか、赤血球を見せていただいて普段見ることができないものを

見ることができ、ワクワクしました。検査のおかげで、１人でも多くの命を救うことがで

きると思うと感動しました。リハビリの所で働く人たちは、コミュニケーション力の大切

さを感じました。どこの場所に働いている人も笑顔で優しかったのが印象的でした。(セン

トヨゼフ女子学園高校２年) 

 普段経験できないような事や、普段入れない場所に入れたりしてすごく良い経験ができ

ました。看護についてもう少し詳しく知りたいと思いました。(セントヨゼフ女子学園高校

１年) 

 看護師の仕事はただたんに医師の手助けをしたり、モニタリングやカルテを書くだけの

仕事じゃなくて、患者さんや患者さんのご家族さんの心のケアをするのも看護師の仕事な

んだとわかりました。(みえ夢学園高校３年) 

 



看護師の仕事を近くで見ることができて、今まで知らなかった事も知ることができた。

どこまでは、看護師ができるのか、医師の補助以外にもたくさんあることがわかった。患

者さんの安全を考えてセンサーがついていて、すごかったです。看護師以外にも介護士、

医師の人にも話を聞くことができてよかったです。(久居高校３年) 

 利用者の方のお話や、利用者の方についてのお話を聞いて、改めて看護師という職業に

ついて考えることができました。想像していたよりずっと大変そうで専門的な職業だと思

ったけど、今日の看護体験をして、より看護師という職業を知りたくなりました。たくさ

んの方のお話を聞くことができてとても良い体験でした。(久居高校３年) 

 病院は、看護師さんやお医者だけでなく、沢山

の職業の方がいて成り立つものなんだなと思いま

した。看護師さんに１日付かせてもらって、患者

さんと看護師さんとの信頼関係があるなと感じま

した。それは患者さんとのコミュニケーションで

あったり、患者さんのことを深く知るからこそ生

まれるものであり、１人ひとりの病状や、入院前

の生活環境などを考えて患者さんに寄り添う、素

敵だなと思いました。(津西高校３年) 

 初めて、看護師の仕事を見学・体験させてもらって、なかなか話では聞けない仕事やテ

レビドラマの世界だけではない仕事について知れて、今まで以上に看護師について興味が

持てました。点検や医師の補助だけでなく、患者さんとコミュニケーションをとったり、

入院前後の患者さんの様子を聞いたり、考えたりもしていて、看護師とは、しんどさの中

にも楽しさや嬉しさがあるのだなと、１日を通して実感しました。(津西高校３年) 

 普段なかなか、高齢者の方と話す機会がないので、とても貴重な１日になりました。今

日いろんな方と話をして、少しは人見知りが克服できたかなと思います。食事にも栄養を

考えて、人に合わせて作っていたので勉強になりました。なかなか人のことをするときっ

てないので、最初は全然分からなかったんですが、職員のみなさんが優しく教えてくれた

ので、できるようになりました。(久居高校２年)  

 自分が思っている看護の仕事以外に看護師の仕事はたくさんあったことを話で聞くより

も体験して分かったことがよかった。人とのコミュニケーションもして、新たに知れたこ

ともあったし、「ありがとう。」などおっしゃってくれて自分も嬉しくなった。今日１日体

験をさせてもらって改めて看護の仕事はいいなと実感できました。(久居高校２年) 

看護師さんは一日をすることが多くて、忙しいです。看護師さんの仕事は患者さんを看

護して、病気を治すために働いているので、慎重にしなければなりません。(みえ夢学園高

校３年) 



初めて洗髪をしてみて、おむつを下にひいてするという方法を知って少し驚きました。

その患者さんはしゃべることが出来ない方だったけど、表情は気持ちよさそうで、それだ

けで嬉しかったです。とろみのあるお茶や、かんてんのようなお茶を見て、私なら、とて

もじゃないけど飲めないな、と感じました。様々な患者さんと触れ合うことができて、コ

ミュニケーション・笑顔の大切さを改めて感じることができました。(久居高校３年) 

 初めての事ばかり教えてもらい、看護師の仕事を体で体験することができました。普段

よく見る車いすでも、坂を下る時の工夫などがあり、自分ももし、押す機会があったとき、

役にたつとおもいました。患者さんによって、ご飯の食べやすさも工夫されていて、お茶

をドロドロのゼリーのように飲むことも知ることができた。(久居高校３年) 

 利用者さんたちも看護師さんやみなさんがすごく優しく接してくれて最初すごく緊張し

ていましたが、すぐに緊張がほぐれました。みなさんとても元気で、朗らかで、とても元

気をもらえました。コミュニケーション能力の勉強を楽しみながら出来たので、すごく良

い１日になりました。(津商業高校１年)  

 初めて来てはじめはどんなことをするんだろう

と緊張していました。でもおばあちゃんたちが優し

く笑顔で話してくれたので、嬉しく自然と自分から

も話しかけられました。コミュニケーションはとて

も大切だと思いました。(津商業高校１年) 

 初めての体験で緊張したけど、えがおの方々が優

しく接してくださって嬉しかった。楽しかった。(津

商業高校１年) 

 初めて看護体験をして、ふだんとまったく違う環境で、看護師さんは毎日けっこう大変

なことをしているんだなと思いました。私たちに教えてくれた看護師さんは、すごく周り

の人にあたたかいなあと思いました。お年寄りの方で寝ているときはすごくつらそうだけ

ど看護師さんと話しているときはすごく表情も豊かで素敵だなと思いました。(津東高校３

年) 

 初めての看護体験をして、初めて知ったことばかりでとても看護について詳しくなれま

した。患者さんとたくさんコミュニケーションがとれたし、おむつをかえるところも少し

みることができたし、なかなか日常では経験できないことができました。患者さんと看護

師さんたちの距離がとても短くかんじました。(津東高校３年) 

 たくさんの場面で看護師という仕事は必要とされているんだと思いました。一人ひとり

の患者さんのことを頭の中で考えながら行動することが重要なんだと改めて思った。(久居

高校３年) 



今日一日は病院という場所をすこし離れ、デイサービスといったちがう角度から、看護

の仕事を体験しました。針や、採血などとは違い、人との会話や食事、休養という、家庭

の延長上での事を施設で行うもので、その人のためのご飯だったり、接し方があって、一

人ひとりをみんながしっかり見ているんだと感じました。(久居高校２年) 

 看護体験は２度目で病院で、することはだいたい分かっていたけど、デイサービスは初

めてだったのでいろんな経験ができてよかった。デイサービス自体どういうものなのか知

らなかったけど幼稚園みたいな感じだった。普段聞けない戦争の話しを聞けて、よかった。

利用者さんに笑顔になってもらえてよかった。(津商業高校２年) 

 前回に参加させていただいた時には「えがお」に体験へ行ったのですが、今回はまた違

う刺激を受けました。大きい病院の大部屋や小部屋を全体的に見たのは初めてでした。そ

の中で利用者さんと会話していて、やっぱり、看護師という仕事は利用者さんの心と体を

ケアする大事な役割だと思いました。(久居高校２年) 

 私自身、人見知りであまり利用者さんとコミュニ

ケーションがとれませんでした。ですが、利用者さ

んから話しかけてくれたりして、会話したりするの

が楽しかったです。常に笑顔でいることができまし

た。(津商業高校２年) 

 看護師の方はずっと動いていてとても忙しそう

でした。人にはちゃんと声をかけたりしながらして

いて私も積極的に話していけないなと改めて感じ

ました。自分で食事が取れない人は看護師の方がしっかりサポートしていて安心できる環

境だと思いました。(津商業高校３年) 

   改めて看護体験に参加し、現場を看護師さんと一緒の目線で見させてもらいました。

食事補助なども初めて体験させていただいて、やり方なども知ることができて、とても嬉

しいです。この先、とても役に立つ知識をつける事ができました。午後からは車イス体験

もさせてもらい、患者さんの目線になって院内を回る事もできて、とても良かったです。(久

居高校３年) 

 看護師は患者に優しくし、患者の笑う表情を見ると、こちらも元気づけられました。

本日の体験で看護師とはどういう仕事なのかというのは詳しくはわかりません。しかし、

仕事となると本日の体験よりも厳しいことだと思います。(みえ夢学園高校・４年) 

 

 

 



生協病院での１日看護体験は今回が初めてで、今まで見たことがない機材や薬品などが

たくさんあり、看護師になったら覚えることが本当にたくさんあるんだなと改めて思いま

した。食事も個人別で、ペースト状になっていたり、きざんであったりと一人ひとりに合

わせてあることを初めて知りました。私はまず看護学校に入学して、国家試験に合格する

ということが必要だけれど、看護師として働く時に今日の体験を生かしていきたいなと思

います。(久居高校３年) 

看護師さんは体力がとてもいる仕事だと分かった。コミュニケーション能力をつけない

といけない。食事の食べ物が一人ひとり違ったのが驚きました。(久居高校３年) 

今日１日看護体験をさせてもらって、インターネットで調べたこと以外にも看護師には

いろいろな仕事があることが分かりました。看護師はバタバタしている事が多いから大変

だということも分かったけど、患者さんに一番寄り添えるのは他の職種よりも看護師だと

思ったので、よりなりたいと思えました。(津高校・３年)  

今まで知らなかった看護師の仕事や気をつ

けなくてはいけないことなどたくさんの事を

知ることが出来て良かったです。病院内の設備

も知らなかったものがたくさんあって色々見

ることができてよかったです。(津東高校３年) 

知らないことが多くて今までは看護師とい

っても患者さんのお世話をするんだろうなと

ぼんやりとしか考えていませんでしたが実際

に体験をしてみたことで看護師として大切なこととかしっかり分かりました。(津東高校３

年) 

 初めての事も多く、最初はとまどったり、分からないこともあったけど、１日を通して

たくさんのことを学ぶことができました。看護師のみなさんはとても優しくて、細かいと

ころまで目が行き届いていて、とてもすごいと思いました。それと同時に、自分にも同じ

ことができるのかな？と不安にも思いました。今日の体験を経て、今後の考えや進路に向

き合っていきたいです。(津高校３年) 

 全てのことに、患者さんとのコミュニケーションが重要なんだと改めて感じた。看護師

さんが、患者さんのできることは手伝わないことも大切なんだと分かった。(津東高校３年) 

 今までに親から医療での現場の話しをたくさんしてもらったけれど、実際にやってみた

り見たりするとまた違う感覚で重みのある職であると改めて感じました。(津東高校３年) 

  

 



普段病院に来ることがあまりないので、ドラマなどのイメージがとても強かったのです

が、１日看護体験をさせてもらって、全然違うんだと実感しました。最初は何をしたらい

いのかも分からなくてアタフタするだけでしたが周りの看護師さんたちに丁寧に教えて頂

きました。この病院で働いている方々は全員いきいきとしていて、看護の仕事が好きなん

だという気持ちが伝わってきました。ますます看護の仕事に就きたいという気持ちになり

ました。(津東高校２年) 

 見学だけじゃ分からないことを、今日１日の体験でたくさん経験できた。他にも、スト

レッチャーなどの医療に使うたくさんの物を触ったり見ることができて、すごく楽しかっ

た。患者さんや、他の看護師にもとても親切にしていただいてとてもありがたかった。(高

田高校１年)  

 患者さん一人ひとりのご飯もそれぞれに合った

ご飯がでていて、すごいと思いました。看護師さん

は患者さん一人ひとりと向き合って、寝ていて話せ

ない患者さんにも積極的に話しかけていました。

(佐久長聖高校２年) 

 高齢者の患者さんが多く、あいさつの声が自分が

思っているより大きく話さないといけないことを

学び、また、患者さんと看護師さんとの関わりの大

切さを学びました。検査の見学では、初めてのどの中を見て少しびっくりしたけれど、患

者さんの命に関わる大切なことの一つだと分かりました。(高田高校３年) 

 実際の看護師さんの仕事を身近で見ることができ、大変ではあるが、とてもやりがいの

あって人に感謝される仕事だと改めて感じることができた。(高田高校３年) 

 １日の中で普段見れないようないろんな所を見ることができました。１番すごいなと思

ったのは、寝たきりの人をお風呂に入れる機械です。技術が発達していてすごいなと思い

ました。他にも、人工呼吸の装置を見れたり、センサーがベッドのところについているの

を見れたりしてとても貴重な体験をさせていただくことができました。(高田高校３年) 

 最初は緊張したので、利用者さんとの会話があまりできませんでしたが、利用者さんと

スタッフの方々もとても良い人ばかりだったので、徐々に皆さんとお話しすることができ

て、とても楽しかったです。あまりご年配の方々とお話しできる機会はないので、とても

良い経験になったと思います。(高田高校１年) 

  

 

 



なかなか利用者さんぐらいの年の人と話すことがないので、とても良い経験をしました。

今日の一日看護体験で看護師になりたい気持ちがさらに強くなりました。また来年も来て

なと利用者さんに言われたので、その言葉通りにまた来年も来ていっしょにぬりえをした

いと思います。(高田高校１年) 

 利用者さんが話しかけてくださったので、すごく話しやすかったです。利用者さんとお

話しさせていただく時間がとても多くて楽しかったです。名前もすぐに覚えていただけて、

名前で呼んでお話ししていただけたのですごく嬉しかったです。普段「看護師」と聞くと

病院のイメージが強いので、今日行かせていただいて、良い勉強になりました。(高田高校

１年) 

 血液を検査するところや、薬局などを見学さ

せてもらって、看護師以外の仕事も見学するこ

とができてよかったです。患者さんたちともす

ごく仲良くなれて嬉しかったし、今日１日生協

病院にこれてすごく自分のためになることがあ

ってよかったです。(津東高校３年) 

 今までの病院体験では病室の中に入って直接

患者さんに触れた事がなかったけれど、今回体

験させてもらってより将来看護師として働きた

いと、とても感じました。配膳で、飲み込んだというのがわかるのはのどの所でわかる事

を看護師さんに教えてもらった事はとても勉強になりました。患者さんから「ありがとう」

とか一緒にお話ができたのがすごく体験に来て良かったと思いました。(高田高校２年)  

 普段では知ることのできないことを体験することができました。一人ひとりの食べるご

飯がそれぞれ違うように一人ひとりの性格も違うことがわかったので将来は一人ひとりに

向き合うことのできる看護師になりたいです。コミュニケーションをとることはとても大

事なことだとわかりました。(高田高校２年) 

 昨年はデイサービスえがおでの体験だったのですが、今年は病棟の体験ができ、すごく

楽しかったです。ナースステーションにも入れて、看護師さんの忙しさを目で見て感じる

ことができました。私の母も看護師で、帰ってくるとぐったりしているのも納得のいく忙

しさでした。常に働いていて、何もしてない人はいませんでした。自分で気づいて行動で

きる力をつけることが大切だなと感じました。(高田高校２年) 

  

 



普段、みることができないお風呂場や、食事風景なども見学させてもらってとても勉強

になった。あまり話す機会のないお年寄りと話をするのがとても楽しかった。(高田高校１

年) 

 年配の方と話す機会がないので、利用者さんと話ができて、今までにない経験をするこ

とができました。デイサービスの施設、スタッフの方々の雰囲気など、たくさんのことを

知ることができました。(津西高校１年) 

 体験してみないとわからないこともたくさんあって、初めて知ることがたくさんあって

とても勉強になりました。ひとりずつごはんが刻んであったり、それぞれに合うようにす

ごく工夫してあってすごいなと思いました。(高田高校１年)  

吸引の時、見るのが辛かったけど、それでも他の様々な

ことを見て看護師になりたいと思った。（木本高校３年） 

 患者さんもスタッフのみなさんもとても優しくしてくれ

ました。（木本高校３年） 

 一日でたくさんする仕事があって、看護師さんは常に動

いていて大変そうだった。でも、みなさん笑顔がステキで

した！！！（津商業高校２年） 

 知らないことを知ることができました！！普段見ること

のできないものをたくさん見ることができた。貴重な体験

ができて本当によかったです！！（津東高校２年） 

 普段から思っていた看護師さんは、もっと技術的なことば

かりだと思っていたけど、今回体験して、実際にはもっと患者さんとの交流が多くて大人

の人と普段接することがないのでとてもいい機会で、相手の気持ちを考えて接することが

大変だと思いました。（津東高校２年） 

 初めはすごく不安だったけど、最後は自分なりに楽しめて見学することができました。

知らなかったことがたくさん知ることができたので、体験しに来て良かったです。患者さ

んたちと話したいと思ったけど、なかなか勇気が出ませんでした。また体験することがあ

れば、コミュニケーションをとることを頑張りたいです。（津東高校２年） 

 案内してくれる看護師の方々がとても優しかった。実際に色々体験することで、話を聞

くよりもよく理解できた。（津東高校２年） 

 

  



担当職員へのメッセージをお願いします 
看護体験は初めてで、緊張しましたが、優しく接していただいたおかげで、だんだんと緊

張もほぐれました。ありがとうございました。最後のＴさんとのお話で聞きたかったこと

も聞けて良かったです。(久居高校３年) 

 一つひとつ丁寧に仕事の順序や気を付けないといけないことなどを細かく教えていただ

いてなにも知らなかったけどこんな仕事があるんだなと分かることができたので本当に来

てよかったなと思います。自分が知りたかったことも聞くことができて、より看護師にな

ってもっといろんなことを知りたいなと思いました。(久居高校３年) 

 どんな時も丁寧に教えてくださってありがとうございます。教えていただいたことは忘

れずにいきたいです。(高田高校２年) 

 担当職員さんには本当にわかりやすくて丁寧に様々なことを教えていただきました。全

てを理解することはとても難しかったのですが、普段ではできないような体験をさせてい

ただいたりなどとても新鮮な気持ちになりました。それと同時に実際に患者さんの立場に

なって、身をもって体験することができました。今日１日本当にありがとうございました。

(津商業高校３年)  

 看護師さんだけではなく、ヘルパーさんや栄

養士さんなどの仕事まで丁寧にわかりやすく説

明していただき、本当にありがとうございまし

た。１日という短い時間でしたが、お世話にな

りました。(高田高校２年) 

 今日は１日ありがとうございました。私たち

にわからないことを一つひとつ細かく説明して

下さって、デイサービスにおいての看護師の仕事がとても幅広いことがわかりました。利

用者様とのコミュニケーションの大切さも学ぶことができました。とても楽しかったです。

ありがとうございました。(高田高校２年) 

 今日１日貴重な体験をさせていただきありがとうございました。皆さんはとてもフレン

ドリーに接していただいたので、ぼくとしてはとてもありがたかったです。そして丁寧な

説明もあったので看護にもっと興味がでてきました。ありがとうございました。(久居高校

３年) 

  



オリエンテーションでは看護師について、実際に働いている人から聞くことができてよ

かったです。２階ではお母さんで看護師をしているＳさんに、たくさん見学させて頂き、

たくさん質問をし、聞くことができたのでよかったです。(高田高校３年) 

 忙しい中、見学や体験させていただきありがとうございました。なかなか体験できない

ことをさせていただき、すごく看護師のイメージをつかむことができました。私が知りた

かったこともたくさん教えていただき、とても参考になりました。看護師の仕事が改めて

カッコイイと思いました。これからも頑張ってください。(高田高校３年) 

 今日の体験で今まで知らなかったことや、思っていたことと違ったことなど、１日でた

くさん学ぶことができました。とても看護に興味をもつことが

できました。ありがとうございました。(津西高校３年)  

 看護師の方のお仕事が大変だということは、改めて実感さ

せて頂きました。病院という１つの世界でたくさんの職種の

方がそれぞれの特徴を生かして過ごしているのは素晴らしい

ことだと教えて頂きました。本当に有り難うございました。

(津西高校３年) 

 何もわからない私たちに優しく分かりやすく説明してくれ

てありがとうございました。今日の体験を通じてもっと看護

師になりたいという気持ちが強くなりました。(津西高校２

年) 

 一日体験で職員の方の迷惑にならなかったかすごく心配ですがたくさんのことを教えて

いただきより看護師として働きたい、医療現場にいきたいと強く実感いたしました。家で

はなかなか話す機会のないお年寄りとの交流も人生の先輩として様々なことを教えて頂き

楽しかったです。ありがとうございました。またお邪魔させて頂きたいです。(津西高校１

年) 

 あいさつはもちろん、気軽に話してくださったりで緊張がほぐれました。オリエンテー

ションでの看護の役割や活動範囲では、おおよそ知ることのなかった事を学ぶことができ

ました。説明もわかり易くて嬉しかったです。看護師さんはやはりデスクワークというよ

り体力、精神労働ということも改めて身をもって体験できたことも大きいです。今からで

も準備できることは沢山あるなと感じられる有意義な１日でした。大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。(津商業高校２年) 

  



担当してくださった方がどの方も親切でわからない事なども聞きやすく一日楽しみなが

ら看護体験出来ました。ありがとうございました。(津商業高校２年) 

 いろいろ見せていただいてありがとうございました。１３：３０からの看護体験では、

看護師さん、社会福祉士さんとお話しできて楽しかったです。(高田高校２年) 

  最初は全然何も分からなかったのですが、様々なことを一から本当に丁寧に説明して

いただいて、とても分かりやすかったです。今回の体験はとても有意義であったし、それ

に楽しかったので、来年も機会があれば来たいと思いました。(高田高校２年) 

とても笑顔で患者さんに接している姿は素敵でした。私もそのようになれたらと思いま

す。ありがとうございました。(高田高校５年)  

 とても忙しい中、私たちの為に少しでも多

く見学・体験をさせてくださり、ありがとう

ございました。どれも初めての事ばかりで、

とても楽しく体験出来ました。とても貴重な

体験をありがとうございました。(セントヨゼ

フ女子学園高校２年) 

 今日は１日中、看護師さんにひっついて看

護師さんの仕事を見れて、とてもいい機会に

なったと思いました。ネットで調べたり、先輩から仕事内容を聞くよりも、生で体験した

方が感じ方が全然違いました。とても忙しい中、私たちに説明をしてくださり、本当にあ

りがとうございました。(セントヨゼフ女子学園高校２年) 

 忙しい中、丁寧に看護の仕事について教えていただきありがとうございました。今まで

なんとなくしか分かっていなかった仕事内容が、よく分かった１日でした。１日しか体験

していないにもかかわらず、とても疲れたので自分の体力のなさを感じました。今日体験

させていただいたことを参考にして今後の進路に活かしたいと思います。(高田高校２年) 

 今日はお世話になりました。看護師になった時に、今日の体験を少しでもいかせたらい

いなと思います。(津商業高校２年) 

 高校生の私にもわかりやすく、１つ１つの作業を優しく丁寧に教えて下さって、私たち

にできることは、一緒にお手伝いさせていただいて、とても楽しく体験できてよかったで

す。(高田高校２年) 

 看護師を少しだけ考えていて今日の体験をうけて、看護師という仕事のイメージが変わ

りました。これからもたくさん現場をみて自分にあう物を見つけたいと思いました。(津商

業高校２年) 



 私が知りたいと思っていた理学療法や作業療法のことも知ることができ、看護師の仕事、

家庭の方との両立のことも聞くことができ、とても充実した１日となりました。判断によ

ってパンをつまらせた方を救った事など、実際の話を聞くことができ感動しました。私も、

人の役に立てる人になりたいと思いました。大変なこともあるけど、ありがとうと言われ

るのが嬉しいというのが、印象に残りました。私もそう言われる人になれるよう頑張りま

す。ありがとうございました。(セントヨゼフ女子学園高校２年) 

 経験談やいろいろなお話を聞かせていただ

けて、とても勉強になりました。優しく、とて

も丁寧にいろんなことを教えて下さったので、

さらに看護という職に興味をもちました。１日

本当にお世話になりました。ありがとうござい

ました。(セントヨゼフ女子学園高校１年)  

 看護師は患者さんや他の介護士・医師とコミ

ュニケーションをとることが大切だと思いま

した。コミュニケーション力をつけれるようにしたいと思いました。今日はお忙しい中、

ありがとうございました。看護師になれるように頑張りたいと思います。(久居高校３年) 

 今日一日ありがとうございました。実際の看護師の仕事を見ることができ、とても貴重

な体験をすることができました。看護師さんだけでなく、お医者様や介護福祉士の方のお

話を聞くことができ、良い経験になりました。職員のみなさまのおかげでとても楽しく勉

強になる１日でした。(久居高校３年) 

 今日は１日看護体験をさせて頂きありがとうございました。今日１日通して思うのは、

Ｗさんは患者さんの方からだけではなく職場の中での信頼が厚いということです。すごく

一人ひとりの患者さんと向き合って考えて話をする姿に感動しました。学生時代の話やＴ

さんの周りの人の話も聞けて参考になりました。患者さんから感謝される姿を見て、こん

な看護師になりたいと強く思ったし、改めてまた勉強を頑張ろうと思えました。(津西高校

３年) 

 午前中の前半はＷさん、午前の後半と後半からはＴさんにお世話になりました。病院内

には様々な人が働いていて、医師と看護師だけでは病院は成り立っていないのだとすごく

わかりました。丁寧な指導、話し方、ありがとうございました。さらに、自分は看護師に

なりたい！と思いました。貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。大学

に受かって、看護師になれるよう、日々精進したいと思います。(津西高校３年) 

 



何もわからない私に優しくて丁寧に教えてくださって、ありがとうございました。よく

声が大きいと言われるのですが、今日体験してみて、みなさんの方が大きかったので、ま

だまだだなと思いました(笑) もっとみなさんとお話しすればよかったなと思いました。

(久居高校２年) 

気軽に接していただいて自分は緊張していてガチガチだったけど、午後あたりから緊張

がほぐれて朝よりもたくさんしゃべれてよかったです。細かいところまで、丁寧に教えて

くださって勉強になりました。来年、またこのような体験があったら来たいなと思いまし

た。(久居高校２年) 

 毎日忙しいのに、私たちのために時間を使っていただいて毎日ニコニコ笑顔ですごいと

思いました。患者さんと楽しく話をしていてみているこっちまで笑いがとまらなかったで

すし、普段聴けないことをきけてよかったです。ありがとうございました。(みえ夢学園高

校３年) 

 Ｓさんが忙しい仕事の間でも、私たちのために時間をつくって、説明してくれて、とて

もありがたいです。(みえ夢学園高校３年) 

 Ｋさん…今日は一日ありがとうございました。

担当がＫさんで、緊張がほぐれて、リラックス

して行うことができました。様々な体験をさせ

ていただきありがとうございました。 Ｓさん

…洗髪という大きな体験をさせていただきあり

がとうございました。心配もいろいろあったけ

ど、Ｓさんのおかげで安心してできました。あ

りがとうございました。(久居高校３年)  

 優しく丁寧に教えてくださり、とても分かりやすかったです。１病棟の看護師さんたち

が、１日でたくさんの仕事内容を見せてくれたので、看護師さんの大変さもいっぱい知る

ことができました。(久居高校３年) 

 何も分からない私たちに優しくたくさんの事を教えて頂きありがとうございました。不

安でいっぱいでしたが、すごく充実した１日を送ることができました。夢に１歩近づくこ

とができたかなと思います。ありがとうございました。(津商業高校１年) 

 今日は１日ありがとうございました。この体験を通してたくさん学ぶことができました。

とても良い経験になりました。(津商業高校１年) 

 今日はいろいろなことを優しく教えていただき、ありがとうございました。自分の将来

につながるような、いい経験ができてうれしかったです。(津商業高校１年) 

  



すごく温かく接していただいて、血圧とか心臓の音とか初めての経験をたくさんさせて

いただいてすごくいい体験でした。患者さんとたくさんお話をさせてくれて、みんなすご

い長生きでびっくりしたし、お話するととても嬉しそうだったのでこっちまで嬉しくなっ

て和みました。とっても優しくしてくれてありがとうございました。(津東高校３年) 

 今日は１日ありがとうございました。教え方が優しくてわかりやすくて始めはとても緊

張していたけど、だんだんリラックスできてきました。たくさんのことを学ぶことができ

ました。本当にありがとうございました。(津東高校３年) 

 みなさんがデイサービスに来られる方に

対し、笑顔で心からの対応がとても魅力的で

した。ご飯をだすときは、一人ひとりに声を

かけていた姿や、お話だけで周りや、相手を

笑顔にできるコミュニケーション能力の高

さに、憧れをいだきました。本日はありがと

うございました。(久居高校２年)  

 津生協病院が普通の病院とは違い地域の

方との協力があってなりたっていることを

知れてよかったです。(津商業高校２年) 

 今日は本当にありがとうございました。職員の方々には仕事の内容など、丁寧に説明し

てくださって自分にとっては貴重な体験となりました。仕事がお忙しいのに私たちのため

に時間を取っていただいて、今日に学んだ事をこれからに生かしていきたいと思います！

(久居高校２年) 

 お忙しい中、わざわざありがとうございました。普段することのできない体験ができま

した。今日学んだことも今後に生かしていきたいです。(津商業高校２年) 

 忙しい中１日お世話になりました。ありがとうございました。丁寧に説明していただき

とてもわかりやすく良い体験になりました。(津商業高校３年) 

 とても優しく、分かりやすく教えてくださって楽しかったです。もっといろんな事を知

りたいと思いました。看護師になりたい気持ちが強くなりました。(久居高校３年) 

 今日は１日さまざまな体験・見学をさせて頂き、ありがとうございました。今日見学さ

せていただいたこと、ほとんど初めてのものばかりだったので、とてもワクワクしながら

１日過ごすことができました。(久居高校３年) 

  

 



午後から担当していただいた介護士さんは、とてもおもしろくて、すごく良い方で、良

い意味で緊張がほぐれた状態で院内見学や体験することができました。とても楽しかった

です。食事補助の時に教えてくださった方も、とても優しく、すごく落ち着きました。や

り方などもしっかり教えて下さって、とても嬉しかったです。今日は本当にありがとうご

ざいました。(久居高校３年) 

 今日１日担当してくださっていた介護士さんから、色んな話を聞くことができ、すごく

勉強になりました。介護士さんには医療行為ができないけれど、看護師にはできなくて介

護士にはできることはないということにとても驚きました。今日学んだ今後、看護師を目

指すことに役立てていきたいと思います。親切に色々教えて下さり、本当にありがとうご

ざいました。(久居高校３年)  

 ご丁寧に説明していただきありがとうご

ざいました。患者と話したり、話を聞いたり

してとても楽しく体験することができまし

た。(みえ夢学園高校・４年) 

 今日は１日本当にありがとうございまし

た。いろいろしなければいけないことがあっ

て、とても大変そうなのに、患者さんにとて

も優しく笑顔で接しているのを見て、かっこ

いいなとすごく思いました。見学だけでなくシーツ交換や食事介助の体験もさせてもらえ

て、とてもいい経験になりました。私もこんな看護師になれるよう頑張ります。(津高校３

年) 

 看護師の仕事の事や仕事の中で大切な事、また患者さんへの接し方なども丁寧に説明し

てくださってとても分かりやすかったです。ありがとうございました。(津東高校・３年) 

 分かりやすくとても親切に色んなことを説明してくださりました。私たちに出来るだけ

多くのことを教えてあげようとしてくださっていて本当に嬉しかったです。患者さんとも

とっても仲が良くて看護師には優しさも必要なんだと思いました。すごく素敵な看護師さ

んに教えてもらうことが出来てよかったです。ありがとうございました。(津東高校３年) 

 とても丁寧に優しく説明や指導をしてくださり、ありがとうございました。体調のこと

で迷惑をかけてしまいましたが、優しい対応をありがとうございました。おかげでとても

良くなりました。(津高校３年) 

 いろいろなことを体験させていただきありがとうございました。とても貴重な時間を過

ごすことができました。看護職へ就けるよう頑張ります。(津東高校３年) 

  



第三病棟の主任のＭさんへ。 本当に優しくそして丁寧に医療現場を教えていただきあ

りがとうございました。この経験を忘れずにこれからの人生に役立てたいです！！(津東高

校３年) 

 今まで病院に来ると言っても、お見舞い程度で、しっかり見たことは一度もありません

でした。いろいろな場所を見させて頂いて、ほとんどが知らなかったことばかりで驚きの

連続でした。こんなに良い体験をさせて頂き、本当にありがとうございました。(津東高校

２年) 

今日一日、たくさんのことが学べました。じゃまをしてしまったこともあったかもしれま

せん。でも、とても楽しく学ばさせていただいて本当に嬉しかったです。ありがとうござ

いました。(高田高校１年)  

 本日は、このような貴重な体験をさせて

いただいてありがとうございます。今日の

経験を励みに勉強を頑張っていきたいと思

います。看護という仕事はテレビでみてい

るような仕事だけでなく、もっと多くの仕

事をしていることがわかりました。(佐久長

聖高校２年) 

 優しく笑顔で対応していただきありがと

うございました。私達だけでなく、患者さん１人１人に優しく接されていて、コミュニケ

ーションをとることだけでなく、認知症予防なども心がけていてすごいと思いました。私

もそんな看護師さんになりたいです。また、貴重な検査の見学をさせていただき、より看

護師になりたくなりました。本当にありがとうございました。(高田高校３年) 

 細かく、この病気は、こういう理由からなっただとか、仕事をしている上で気を付けて

いることなどを詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。患者さんへの関わり方

や１つ１つ丁寧に教えて頂き、とても為になり、もっと看護師になりたいと思いました。(高

田高校３年) 

  本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。緊張している僕を見かねて、声を

かけてくださったりと、とても親切な方ばかりだったので、助かりました。そして、今日

一日、とても充実した時間を過ごすことができました。また機会がありましたら、その時

もどうぞよろしくお願い致します。(高田高校１年) 

 いろいろな面でのサポート本当にありがとうございます。職員さんの行動を見ていてい

ろいろ学ぶことがあり、将来の参考になったと思います。(高田高校１年) 

  



分からないことだらけなので、１つずつ教えていただいて利用者さんとの距離も近くな

れて良かったです。笑顔で優しく接していただいて嬉しかったです。いろんな利用者さん

がいて、それぞれの利用者さんが楽しそうにしてたりするのを見ると、とても明るくて楽

しい時間を過ごすことができて良かったです。時間が過ぎるのがあっという間でした。１

日ありがとうございました。(高田高校１年)  

とてもていねいに優しく細かくおしえていただいたので、たくさんのことを知ることが

できました。今日この看護体験に参加できて本当によかったです。１日ありがとうござい

ました。(高田高校３年) 

 今日１日、面倒を見てくれてありがとうござ

いました。３年生のこの時季に自分の将来なり

たい仕事の体験ができて、すごくよかったと思

っています。勉強をたくさんして、将来絶対看

護師になりたいと改めて思えました。本当にあ

りがとうございました。勉強頑張ります！！

(津東高校３年)  

 今日は病院の案内や看護について教えて頂

きありがとうございます。検査室で赤血球と白血球を顕微鏡で見せて頂いた時はもっと生

物の授業に興味を持ちました。レントゲン室では、画像を見る時にカメラの仕組みと似て

いた事を初めて知りました。こうして、医師と看護師だけでなく「チーム医療」で患者さ

ん達を見守っている事をとても実感しました。(高田高校２年) 

 みなさん優しく丁寧に教えてくださってすごく嬉しかったです。質問にも、看護のこと

についてまだあまり知っていない私にわかりやすく説明してくださってとても心に響きま

した。また、日頃の様子なども細かく教えていただいたり、血圧や車いすに乗る体験など

もしていただきとてもためになりました。(高田高校２年) 

 すごく優しく、丁寧に看護師のことを教えて頂いて嬉しかったです。笑顔もとっても可

愛くて、どんな人にでも好かれているんだろうなと思いました。大学と専門学校の違いも

知れて良かったです。ありがとうございました。(高田高校２年) 

 今日は、看護体験を受け入れてもらってありがとうございました。デイサービスでの体

験は私にとってとても貴重な体験でした。最初はどうやってお話しすればよいかわからな

かったけど、段々慣れていく内にとてもたくさんの方とお話しできて本当に楽しかったで

す。ありがとうございました。(高田高校１年) 

  



利用者さんへの気配りやイベントの盛り上げなど見ていて、かっこいいなと思いました。

食事のこともたくさんのことが考えられていて、すごいと思いました。声のかけ方やコミ

ュニケーションのとり方など、私ができないことをしっかりされていて、驚きました。１

日ありがとうございました。(津西高校１年) 

 一番印象に残ったことはみなさんとても笑顔だったことです。相手の方と同じ目線にな

って、話かけていて一人ひとりのことを見ていて本当にすごいなと思いました。(高田高等

学校１年)  

 どのような質問でも親切に答えて頂きありがとうございました。（木本高校３年） 

 看護学校での話をしてくれたりアドバイスをしてもらいました。担当の看護師さんのよ

うな看護師になりたいと思いました。１日ありがとうございました。（木本高校３年） 

 とても詳しくていねいに教えてくださって分かりやすかったです！１日じゃまだまだ分

からないことばかりなので、また体験しに来た

いと思いました。（津商業高校２年） 

 すごく丁寧に説明をして頂き、とても分かり

やすかったです。とても親切に話しかけて下さ

り本当にありがとうございました。（津東高校２

年） 

 今回はこのような一日体験をさせていただき

ありがとうございました。最初は緊張していた

けどとても優しい看護師さんばかりで普段しら

なかったことも知れました。ありがとうございました。（津東高校２年） 

 今日は親切にしていただき、ありがとうございました。緊張していたんですけど優しく

話しかけて下さって嬉しかったです。また体験することがあればよろしくお願いします。

（津東高校２年） 

 とても親切に色々と教えて下さり、今まで知らなかったことを知ることができました。

血圧を測ったりストレッチャーに乗ったり、実際に手術のようなものをしている場面を見

学できて、とてもいい経験になりました。（津東高校２年） 
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