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　2009 年沖縄県立看護学校同窓会と沖縄県立看護大学同窓会が統合し、沖縄県立浦添看護学校同窓

会との統合を経て、12,000 人を超える同窓生がおり、沖縄県立の長い看護教育の歴史とそして専門

職としての実践を重ねた、大きく、厚みのある組織となりました。

　それ故に、この 10 年間の道のりは多くの同窓生の先輩方、大学関係者の先生方のご尽力を賜り、

同窓会組織としてしっかりと基盤をつくった大変重要な 10 年であったと言えます。

記念式典の行われた 2019 年 8 月は多くの同窓生の皆様がご出席され、盛大に 10 周年の節目を祝福

し、共に歓びあえたことが、コロナ禍の今となっては、その光景がどこか感慨深くもあり、深い感謝

の想いが再び込み上げてくる次第であります。

　長期にわたるコロナ禍の中で、原稿、写真、資料などの依頼を受けた皆様には、公私共に日々生活

リズムの不安定のなか、ご協力をいただき心から感謝申し上げます。

　当記念誌は、第 1 章 10 周年記念式典の概要、第２章同窓会統合 10 年のあゆみ、第３章写真で見

る同窓会活動、第４章役員が綴る同窓会活動、第５章特別寄稿（同窓会前後の看護教育・同窓会活動）

を掲載いたしました。沖縄県立看護大学同窓会の軌跡を振り返ることができましたら幸いです。

　この 2 年間は新型 COVID－19 感染症拡大によって、同窓会活動も大きな影響を受け、リアルに

集まっての総会開催は叶わずにおりました。私達の生活様式も一変し、保健、医療のあり方が見直さ

れ、より一層、看護職の力に大きな期待がかかっているといえます。

　この大変動の時代に、統合 10 周年という節目を迎えた今、これから 10 年後、20 年後、どのよう

な組織づくりをすべきかを考えるにあたり、沖縄の看護教育の変遷や歴史、そして、その歴史を刻ま

れた、多くの先輩方の深い経験と知恵に触れ、組織をつくり育てるということを学ばせていただきま

した。

　初代高良弘子会長はじめ、古謝フミ子会長、吉川千恵子会長を筆頭に多くの先輩方、看護大学の先

生方に助けて頂き、この 10 年、組織の土台、基盤を創ってくださったこと本当に心から感謝いたし

ます。

　そして、この想いを引き継ぎ、さらに発展した組織としていけるよう努力していくことを恩返しと

して、役員一同、精進して参りたいと思います。

　どうぞこれからも皆様の変わらぬご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。

「同窓会統合 10 周年記念誌」発刊にあたって

　沖縄県立看護大学同窓会  会長　安里　明友美
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同窓会統合 10 周年記念行事概要
記念式典・記念講演・祝賀会

日　時　2019年８月25日　　

場　所　パシフィックホテル

開催の趣旨

　本同窓会は、2009 年 7 月に沖縄県立沖縄看護学校同窓会と沖縄県立看護大学同窓会が統合し、

会員相互の親睦を図り大学の発展を図ると共に、沖縄県における看護の向上に寄与する事を目的と

しております。さらに 2013 年 7 月に沖縄県立看護大学同窓会と沖縄県立浦添看護学校同窓会が統

合して、通算 10 周年を迎えました。広く会員の皆様への周知を図ると共に、なお一層のご支援・

ご協力をお願いする機会といたします。

≪記念式典≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：００－１４：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司 会：副会長  知念久美子

挨　　拶　　　同窓会会長  吉川千恵子

来賓祝辞　　　沖縄県立看護大学　学　長  嘉手苅英子

来賓祝辞　　　沖縄県立看護大学　元学長  野口美和子

来賓紹介　　　沖縄県立看護大学　前学長  前田和子、教務部長  川崎道子、事務局長  曽根　淳

　　　　　　　歴代同窓会顧問　看護大学歴代学生部長  嘉手苅英子　金城芳秀　大湾明美　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神里みどり　佐伯宣久　　　　

　　　　　　　沖縄県看護協会長  仲座明美

　　　　　　　沖縄県立沖縄看護学校　閉校時校長  大城弘子

　　　　　　　沖縄県立浦添看護学校　閉校時校長  我謝美知子

　　　　　　　沖縄県立看護大学同窓会　初代会長  高良弘子、２代目会長  古謝フミ子　

感謝状贈呈　

≪記念講演会≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４：３０－１５：３０

座 長：会長  吉川千恵子

講　師：柳　卓  氏　元琉球放送アナウンス室局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　現 RBC ｉラジオ「柳 卓のいんでないかい」パーソナリティ

テーマ：「一病息災　～与えられた命の生かし方～」

≪祝　賀　会≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５：４０－１７：００

司 会：副会長  玉城三千代

祝　辞　　　　　　　　　　沖縄県立看護大学　前学長  前田和子

乾杯のあいさつ　　　　　　沖縄県立看護大学同窓会　初代会長  高良弘子

余　興　かぎやで風　　　　同窓会員　福盛久子、比嘉文子、親川豊子、前上里勝子

歓　談　交　流
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　本日、会員をはじめ、これまでご指導・ご支援下さいました沖縄県立看護大学・沖縄県看護協会等

関係者の皆様のご臨席のもと、10 周年記念式典を開催する事ができましたことに対し深く感謝申し

上げます。

　本同窓会は、2009（平成 21）年 7 月、63 年の歴史を持つ沖縄県立沖縄看護学校同窓会と、創立

10 年の若い歴史をもつ沖縄県立看護大学同窓会が 1 年半の準備期間を経て統合致しました。さらに、

2013（平成 25）年には、35 年の歴史をもつ県立浦添看護学校同窓会も統合して今年で通算 10 周年

になりました。統合に際しては、当時の沖縄県立看護大学学長野口美和子氏、学部長前田和子氏、学

生部長嘉手苅英子氏、事務局長有銘政勇氏のご指導・ご支援と両同窓会会長高良弘子氏、安里明友美

氏をはじめ役員の皆様の並々ならぬご苦労があったと伺っております。また、県立浦添看護学校との

統合では、当時の県立看護大学学長前田和子氏、同窓会会長古謝フミ子氏および県立浦添看護学校同

窓会会長菊地君子氏をはじめ役員の皆様のご苦労があったことも統合総会で報告されました。沖縄県

立看護大学同窓会はこのようにして歴史的に誕生いたしております。

　統合当時の総会挨拶で県立沖縄看護学校同窓会高良弘子会長は「統合する事は、沖縄の看護教育の

歴史と伝統を風化させることなく、新しく誕生した看護大学へ継承し、看護教育の発展へ繋いで行く

ことに大きな意義がある」と述べております。また、県立看護大学同窓会安里明友美会長は「これま

での長い歴史の上に現在の沖縄県立看護大学があることを実感した。統合に向けた話し合いはお互い

の思いを尊重しながら、新たな組織づくりのために地位や年齢を超えた準備期間となり貴重な経験で

あった。沖縄の看護が戦後 60 年余歩んできた歴史を「継承」していくことが新たな役割であることを

ひしひしと感じた」と述べております。さらに、県立浦添看護学校同窓会菊地君子会長は「本土復帰

の看護制度を受けて、看護２年課程からスタートし、3 年課程を増設するなど県内の看護婦不足に貢

献してきたことを誇りに思う。同窓会が統合し沖縄の看護が発展することを願う」と述べております。

　同窓会は、統合から 10 年が経過し、事務所を看護大学内におき「会員の相互の親睦を図り、大学

の発展に協力すると共に、沖縄県における看護の向上に寄与する」ことを目的に年々活動を強化して

きました。具体的には、①在学生への支援、②同窓会員の資質向上として講演会の開催、③大学行事

への参加、協力、④諸団体との連携として「世界のウチナーンチュ大会関連事業」の共催、⑤看護大

学教員の学会開催への協力などであります。

　同窓会員は、過去・現在の看護教育・看護実践活動を通して繫がり、それぞれの医療保健福祉の働

く場で看護の役割を果たし、誇りをもって県民の医療と健康へ貢献してきました。複雑多様化する社

会の中で、ますます県民の看護への期待は大きくなることが予想されます。今後とも同窓会会員相互

の親睦を図り、大学の発展に寄与すると共に、自らの看護力を向上させ、県民の健康に貢献していき

ましょう。

　この 10 年間、ご指導・ご支援下さいました皆様に感謝申し上げますと共に、今後ともよろしくお

願いいたします。

2019 年 8 月 25 日　

挨 拶

同窓会統合 10 周年を記念して

　同窓会  会長　吉川　千恵子
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　沖縄県立看護大学同窓会の統合 10 周年おめでとうございます。2 つの同窓会が統合されたのは、

つい数年前のことのように感じられますが、もう 10 年を迎えたことに感慨深いものがあります。

　統合のきっかけを作ったのは、当時の沖縄県立看護学校同窓会の高良弘子会長と役員の方々でした。

約 60 年の歴史を重ねてこられた看護学校同窓会は、看護大学の開学によって母校が発展的に閉校と

なりました。看護大学の同窓会と統合することにより、ルーツを同じくする県立看護大学の発展を支

え、同窓会の継続と会員同士の交流を深めて行きたいとのことでした。

　一方、1999 年に開学した沖縄県立看護大学では、一期生が卒業して間もなくして同窓会が設立さ

れていました。卒業生たちは、仕事に慣れるのに精いっぱいの中、一期生を中心に手探りで同窓会活

動を開始し、６年が経過しているところでした。統合の話し合いを始めるにあたり、双方の同窓会の

役員が互いを理解するために何度か顔合わせの機会をもち、その中で統合の話し合いへと進んでいき

ました。この段階は、世代の異なる卒業生同士での話し合いを進めていく上で重要だったと思います。

1 年くらいの期間をかけて、統合の目的や同窓会の名称、予算などについても率直な意見を交わして

いました。

　統合後の同窓会は、これまで積み重ねてきた知恵と新しい柔軟な発想によって組織が強化され、活

発になってきていると感じています。これらはひとえに、同窓会会長を務められた高良弘子先生、古

謝フミ子先生、吉川千恵子先生を始め、役員・理事の皆様、そして同窓会の皆様のご尽力によるもの

だと思い、母校として感謝申し上げます。

　今後とも、沖縄県立看護大学同窓会のますますのご発展を祈念し、お祝いの言葉といたします。

2019 年 8 月 25 日　

祝 辞

「同窓会統合 10 周年を記念して」

　沖縄県立看護大学　学長　嘉手苅　英子
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　沖縄県立看護大学同窓会統合 10 周年、誠におめでとうございます。記念式典が開催されるにあた

りお慶びを申し上げます。

　思い起こしますと、私が学長を拝命致しまして、4 月 1 日に県庁に赴きました。辞令をいただき、

部屋を出ようとしたその時、知事から声をかけられました。「沖縄では子どもがたくさん生まれるのに、

助産師が足りない、どうにかなりませんか」と、おっしゃいました。私はその時すぐ、県立看護大学

設置に向けた検討委員会の委員をしておりました時のことを思い出しました。

　それまで私は 4 つの県立看護大学開設の準備委員や文科省の審査、様々な県立看護大学開設の相

談等を受ける立場にございましたけど、沖縄県は独特でありました。他県と異なり米国政府の指導も

ありまして、看護教育に関しては県が責任をもっていたんです。そして、さまざまな看護に対する期

待を県立看護学校の卒業生の皆さんがずっと引き受けてこられたということです。そのことが本当に

よくわかりました。また、看護大学の設置に関しましても、同窓会の方々がさまざまな準備をして開

設にいたったことをしみじみ感じたことを思い出しました。私は即座に知事に「わかりました」とお

返事をいたしました。県の看護教育に関しては、どんな事があってもその期待に応えるのが私の大事

な使命だと、そのときしっかり肝に命じました。おかげさまで、1 年の開設準備で別科助産専攻をつ

くることができました。県立看護大学内に設置することが一番近道で、しかも一番いい教育ができる

だろうと信じて開設に至ったわけですが、その間ずっと看護協会や助産師会、同窓会の皆さんの協力

をたくさんいただきました。

　学長就任のすぐあと、4 月 3 日だったと思うんですが、県立病院の看護部に挨拶に行きました。困っ

たことに、就職の決まった卒業生が国家試験に落ちたということがわかり、開口一番そのことを謝り

ました。看護部長は「せっかく大学を作ったのに、これではね」とおっしゃって、一瞬気まずい雰囲

気になったのをおぼえています。しかし、次の助け舟の言葉が聞かれました。「でもね、先生、看護

大学の卒業生は、離島勤務を命じられても嫌な顔をしないんです」。その時にまた準備委員会のこと

を思い出しました。

　沖縄県では、離島の隅々まで看護を提供し、その離島での看護経験が大きな力になり、看護師や保

健師を育ててくれているんだということを熱く語っておられた仲里幸子先生や大嶺千枝子先生を思い

出しました。そして、「そうだ、やっぱり離島看護をきちっと確立して、それを全国に発信し、沖縄

県の看護の力を示したい」と思いました。その後さまざまな離島にわたり、県立看護大学の教職員と

一緒に努力して参りました。その時も、また同窓生の皆さんに多大なご協力をいただきました。もち

ろん国家試験に一人も落ちないよう大学の教職員と共に一生懸命取り組みましたこと等を今なつかし

く思い出しております。

　そして、就任してから一か月くらいたった頃でしょうか、私の歓迎会の席で看護学校同窓会の高良

弘子会長から有難い一言をいただきました。「県立看護学校の同窓会と県立看護大学の同窓会と統合

してはどうかという意見があるのですが」とおっしゃって下さった時はとても嬉しかったです。即座

祝 辞

「看護を繋ぐ同窓会統合 10 周年を祝して」

　沖縄県立看護大学二代目学長 　名誉教授　野口　美和子
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に「それは当然のことです。よろしくお願い致します。」と言ったことを思い出します。その後、慎

重にご準備をして下さいました。また、本日は公務のために欠席をしておられますが、嘉手苅英子先

生が卒業生をよく指導してくれました。さらに有銘政男事務局長はじめ多くの方々の統合に向けたサ

ポートがありました。卒業生たちは、看護学校同窓会の先輩たちと統合に向けた作業をする中で「沖

縄の看護の伝統を先輩たちから継承するという認識が次第に高まった」といっておりました。統合に

なったとき、本当にうれしかったことを覚えております。

　“同窓”というのは、“同じ志で養成された者”ということでございます。私と同じように若い卒業

生にも県民の看護への期待を引き受けてもらいたい。そして看護学校の同窓生の皆さんに指導しても

らいたいと思っておりましたので、統合になった時はとても嬉しかったと同時に安堵いたしました。

あれから 10 年、ご指導いただいて卒業生はたくましく成長してきたと思います。また、先ほど吉川

千恵子会長のご挨拶にもありましたけれど、同窓会は在校生への支援活動や看護大学への支援をされ

ており、身近なところで大学の支えになっていただきまして本当にありがとうございます。

　今後とも、県の隅々にまでよき看護を届け、県民の健康と幸せを守って行くという志をお互いに温

め合って、繋いで行ってほしいと思います。そして、その志に立って、学び合い、看護のレベルを高

めて行っていただきたいと願っています。

　同窓会の皆さんの人生が輝かしくありますように祈念し、お祝いの言葉といたします。　

　　　　　　　　　　　

2019 年 8 月 25 日　
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　沖縄県立看護大学同窓会 10 周年おめでとうございます。

　私が沖縄県立看護大学同窓会と県立沖縄看護学校同窓会との統合の話を初めて伺ったのは、看護大

学卒業生側の相談に乗っていらした当時の嘉手苅英子学生部長から「どう思う」と尋ねられたときで

した。同窓会統合は私には何の違和感もなく、そうした方が自然であると思いました。今の時代は特

にそうですが、いつの時代においても若い人々だけでは、社会にとって、看護界にとって、沖縄県の

看護や母校にとって遠い将来の成功を考え、活動するのは難しいことです。若いときは目先の自分の

ことで精一杯ですから。私もそうでした。だから、少人数の看護大学卒業生だけで機能する同窓会に

するには無理があると思っていました。統合に賛成だった最も大きな理由は沖縄県立看護大学が突然

誕生したのではなく、約 70 年前の病院附属看護学校から始まり複数の県立看護学校、そして県立沖

縄看護学校を経て生まれたという歴史を学んだからです。大学設立後に最後に県立浦添看護学校が閉

校しその同窓会を統合できたことも自然な流れだと思っています。

　なぜそう思うか、理由は私が最初に受けた看護教育にあります。私の母校は病院附属高等看護婦学

校に始まり、聖路加女子専門学校（戦時中は、興健女子専門学校）、東京看護教育模範学院、聖路加

短期大学、聖路加看護大学、そして現在の聖路加国際大学と、社会情勢を反映して校名は変わってき

ました。しかし、母校発足時からの看護の理念は脈々と受け継がれていました。そして同窓会名は「聖

路加同窓会」、昨年 100 周年を迎えました。　

　「ローマは１日にしてならず」という諺が示すように、沖縄県に必要な優れた看護職者を養成する

という大事業は一朝一夕には成し遂げられません。沖縄県立看護大学はそれ以前の先輩たちが優秀な

看護職者、看護教育者を育てたからこそ誕生できたことは言うまでもありません。同窓会の初代会長

高良弘子先生・第二代の古謝フミ子先生はじめ多くの同窓生の方々と親しく接し、あらゆる分野での

活発な働きぶりを知って、それが実感できました。　

　しかし、私には当初から気がかりなことが一つありました。同窓会名に「大学」の文字が残ったこ

とです。長い歴史をもつ沖縄の看護教育において、県立の旗の下、看護教育を受けた卒業生たちが一

致団結できる同窓会名は他にあるのではないかと。　

　最後になりましたが、今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。

2019 年８月 25 日　

祝 辞

「ローマは１日にしてならず」同窓会統合 10 周年を祝して

　沖縄県立看護大学 3 代目学長　名誉教授　前田　和子
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　沖縄県立看護大学同窓会統合 10 周年、おめでとうございます。

　県立沖縄看護学校が県立看護大学へと発展的解消をしたことに伴い、看護学校と大学の同窓会が統

合されました。その後、県立の看護学校として最後に残った浦添看護学校も民間移譲され閉校となり

ました。それに伴い、県立最後の浦添看護学校同窓会も県立看護大学同窓会に統合され、これまで別々

に存在していたものが時代の流れの中で一つにまとまり、大きな組織へと発展したことは周知のこと

だと思います。

　今でこそ当たり前ですが、「看護教育は大学教育で！」という先進的な当時の看護職者の熱望が県

立看護大学の創立という形で実現し、大学院修士課程、博士課程の教育も受けられるようになったの

は夢のようです。

行政改革の嵐が吹き荒れている中、当時、その嵐にのまれ、県立浦添看護学校が閉校し県立の看護教

育の場は県立看護大学一本となりました。こうして振り返ってみると、隔世の感がします。

　県立浦添看護学校の閉校はいろいろな意味でとても残念なことでした。今もってその残念な気持ち

は拭えません。

　戦争により崩壊した沖縄の医療提供体制の立て直しを出発点にして、長い歴史を積み重ねてきた県

立看護学校と、沖縄海洋博の開催に伴い、脆弱な医療提供体制を強化するために開校された浦添看護

学校、それぞれ歴史的背景の違う学校の同窓会が看護大学を母体に一つにまとまったということは、

「すごい」ことだと思います。

　「まとまる」そして「まとめる」ために、どれだけの人が、どれだけのご苦労をされたか考えると、

関係者の皆様には本当に頭が下がります。

　同窓会役員の世代交代も聞いております。変えてはいけないものを「守っていく」という守りも大

事だと思いますが、時代の変化に柔軟に対応していくこともまた大事なことだと思います。

変えてはいけないもの、変えなければならないものを見極め、これから看護を学ぶ若い人たちにも魅

力あふれる、自然に加入したくなるような同窓会として、ますますのご発展を心から祈念いたします。

　最後に、私が胸打たれた言葉を皆様におくります。

「その人に名前あり、その人に母校あり、その人に恩師あり、学友あり、その人に思い出あり、大切

にしたい同窓会」

2019 年 8 月 25 日　

祝 辞

「同窓会統合 10 周年を祝して」

　公益社団法人沖縄県看護協会  会長　仲座　明美
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　沖縄県立看護大学同窓会設立 10 周年、おめでとうございます。

　県立沖縄看護学校の閉校を目前にした 2001 年、同窓会を継続するか、看護大学同窓会と統合する

か否かを検討するために当時の会長であった古謝フミ子氏と筆者は先進県を視察したことを追想して

おります。その後、同窓会会長は高良弘子氏へと引き継がれ、2009（平成 21）年 7 月に 63 年の歴

史を持つ沖縄県立看護学校同窓会と看護大学同窓会が 1 年半の準備期間を経て統合されたことに安

堵致しました。このことは、沖縄の看護が過去から現在へと継承された歴史的イベントであり、同窓

会統合 10 年間の活動を基盤にますますの発展を祈念するものであります。

　さて、県立沖縄看護学校が 1991（平成 3）年に設立された当時は、全国的に看護教育の大学化が

始動していた時期で、大学設置基準に基づき将来は大学教育へと新築された学舎での再出発となりま

した。このことに拠り、県立沖縄看護学校閉校時までの 11 年間は、看護大学への移行準備期間であ

りました。その間の学校長は、仲里幸子氏・備瀬信子氏・大嶺千枝子氏と引き継がれ、閉校時校長と

しての筆者は看護学科・保健学科・助産学科の教育、県や国への行政手続き、県立看護学校として

56 年間に及ぶ学籍簿を始めとした諸書類等の看護大学への移管手続き及び法的・行政的に処理すべ

き事項を教職員一丸となって取り組んだことが想い出されます。

　更に、記念碑を 2002（平成 14）年に建立し、それに「杏苑清泉」を碑文として刻み、この地に

学び巣立った卒業生が世界に羽ばたき活躍することに夢を託しました。また、県立看護学校 11 年に

亘る記念誌を発行し、関連事業として 2003（平成 15）年に県立博物館において企画展「沖縄ナース

ものがたり～看護学校の青春群像～」を開催し、成功裡に幕を閉じることができました。

　最後の卒業式は看護学科が 2001（平成 13）年に、保健学科・助産学科・が 2002（平成 14）年

に挙行され、引き続き関係各位参加の下閉校記念式典が盛大に開催されました。また、2005 年に閉

校時の有志職員によって県立看護学校 56 年史として「戦後沖縄の看護教育」を上梓しました。

　閉校に伴う重要な事業は教職員及び同窓会の協力があって円滑に実施できました。このことは、与

儀千代子氏・古謝フミ子氏・高良弘子氏の歴代会長と役員皆様の多大なご協力の賜であり、ここに改

めて深謝申し上げます。

　看護教育には、同窓会の後方支援が必要不可欠であることは申し上げるまでもありません。

　結びに、同窓会及び県立看護大学の益々の発展を祈念しまして、擱筆致します。

2019 年８月 25 日　

祝 辞

「県立看護大学同窓会統合 10 周年を祝して」

　沖縄県立沖縄看護学校   閉校時校長　大城　弘子



8 9

　沖縄県立看護大学同窓会統合 10 周年を心からお祝い申し上げます。

　本同窓会が、2009 年（平成 21 年）7 月、63 年間の歴史をもつ沖縄県立沖縄看護学校同窓会と創

立 10 年間の歴史を持つ沖縄県立看護大学同窓会が統合し、さらに 2013 年（平成 25 年）には 35 年

間の歴史を持つ沖縄県立浦添看護学校が統合。通算 10 周年となり、その間、同窓会の皆様が大学の

発展に大きく貢献していることを伺っております。

　私が平成 20 年 4 月から平成 24 年 3 月末まで赴任した沖縄県立浦添看護学校は、昭和 52 年に看

護師養成（２年課程）の教育機関として開校し、その後、平成 21 年 4 月には看護師養成（3 年課程）

を増設する等、閉校までに 2,877 名の卒業生を輩出してきた歴史ある学校でした。

　閉校の際行う様々な行政手続きの中で感慨深い出来事を今でも思い出します。それは、昭和 47 年

5 月 15 日に交付された「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例」（沖縄県条例第 15 号）が、

平成 22 年 12 月 28 日付けで「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」（平

成 24 年 4 月 1 日から施行）として交付されたことでした。それは、沖縄県立那覇看護学校、沖縄県

立コザ看護学校、沖縄県立沖縄看護学校、そして沖縄県立浦添看護学校が紡いできた沖縄県立看護学

校としての看護教育の歴史を閉じるという重い瞬間でした。

  こうした中、県立浦添看護学校閉校後の卒業生の学籍簿保管等を大学に依頼したい旨、県立看護大

学の当時の学長前田和子先生をお訪ねしたことがありました。その際、先生から、「沖縄県立看護学

校の歴史を県立看護大学が繋ないでいくことは当然のこと。県立浦添看護学校の同窓生も一緒になっ

て県立看護大学の発展に協力していただきたい」との温かいメッセージをいただき、沖縄における看

護教育の歴史や伝統が新しく誕生した沖縄県立看護大学へと継承されていくことを確信しました。

  今、私たちは新型コロナウイルス感染症に翻弄される時代を生きています。今こそ看護の力が試さ

れる時です。沖縄の看護の発展のため、そして沖縄県立看護大学の発展のために、今後とも沖縄県立

看護大学同窓会の皆様のますますのご活躍を祈念致します。

祝 辞

「同窓会統合 10 周年を祝して」

　沖縄県立浦添看護学校  閉校時校長　我謝　美知子
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本会の役員、理事として基盤づくりに貢献された方々に贈呈いたします。

氏　名 主　な　理　由

１ 高 良 弘 子 戦後 63 年の歴史を持つ沖縄県立看護学校同窓会会長として、沖縄県立看護大学同窓会と

の統合に尽力した。本会の発足と同時に初代会長に就任し、組織の継承と基盤づくりに貢

献した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（初代会長２年）

２ 古 謝 フ ミ 子 ２代目会長として就任し、その間県立浦添看護学校の閉校に伴い同校の同窓会と本同窓会

の統合に尽力した。会長在任中は組織の基盤強化と安定化に貢献した。

（第２代会長４年、理事４年）

３ 安 里 明 友 美 県立看護大学の同窓会長として、統合に尽力した。本同窓会の発足と同時に副会長に就任

し、役員会・理事会の運営、さらに大学との連携など基盤整備に貢献した。

 （副会長４年、理事４年）

４ 久 場 常 子 本会の発足と同時に副会長に就任し、役員会・理事会の運営、浦添看護学校同窓会との統

合に大きく貢献した。また、関係団体との共催による世界のウチナーンチュ大会関連事業

「世界のウチナーンチュ・ナースデイ」の企画委員として活躍した。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　 　（副会長２年、理事８年）

５ 高 原 美 鈴 本会発足と同時に書記、続いて事務局長とし大学との連携を図り、役員会・理事会の運営、

事業の円滑な実施に尽力した。また、理事として本会の運営に貢献した。

（事務局長２年、書記２年、理事６年）

６ 翁 長 多 代 子 本会発足と同時に書記、続いて副会長に就任、役員会・理事会の運営、事業の円滑な実施

に尽力。また、理事として本会の運営に貢献した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （副会長２年、書記２年、理事６年）

７ 宮 里 美 沙 子 本会発足と同時に理事、続いて書記に就任し大学との連携を図り、役員会・理事会の運営、

事業の円滑な実施に尽力。また、副会長として看護学会等への協力体制の確立に貢献した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（副会長４年、理事４年、書記２年）

８ 中 村 洋 子 本会発足後書記、続いて副会長に就任し、役員会・理事会の運営と会則および諸規定集の

編纂に尽力した。また、理事として本会の運営に貢献した。

（副会長４年、書記２年、理事２年）

９ 並 里 紀 子 本会発足と同時に事務局長として大学との連携を図り、組織の基盤整備に尽力し、続いて

理事として本会の運営に貢献した。　　　　　　　　　　　　（事務局長２年、理事６年）

	

感謝状贈呈
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　今日も暑かったですね。私は RBC に入社した当

初、北海道出身なものですから、１年目は大丈夫で

した。まだ暑くなるだろうと思っているうちにお正

月になりました。次の年にはちょっときつかったで

すね。上司に年々沖縄は暑くなっていませんか？と

聞いたら、上司が一言言いました、「いや、毎年暑

さは同じだ。おまえの体力が落ちているんだ」と言

われ、そうかもしれないなと思いました。温暖化が

叫ばれて、これは確実に皆さん実感なさっている

のではないかと思いますが、毎年暑くなっていますよね。今日も気温は 32℃くらいかなと思っても、

体感温度を見たら 40℃ですから、油断すると本当に熱中症でひっくり返ってしまうようなお天気が

続いております。皆様くれぐれも熱中症には気をつけて下さい。

　ようやく本州の方は秋めいてきたようで、北海道、特に道東方面は最高気温が 16℃とかそんなも

のです。本当に秋は北から始まるんだなと思っております。でも、沖縄はまさに暑さのマラソンラン

ナー。「秋は名のみの風（かじ）の暑さよ」と感じることがあります。

　こんな話を医療の現場にいる、いたことのある方々に話をするのは恥ずかしいんですが、今はおう

ちの中にいても熱中症になるそうですから、電気代が掛かるからとエアコンにスイッチを入れないな

んてとんでもない話で、がんがん電気代が掛かっても、命の問題ですから、涼しくしてお過ごしいた

だければと思います。

　さて、私は柳卓でございます。今ご紹介がありましたように、1975（昭和 50）年に沖縄にやって

まいりました。北海道出身の男が何でまた沖縄に来たのかとよく言われるんですが、採用してもらっ

たからですね。

　というのは、正直言って昭和 50 年といったら就職は大変だったんです。オイルショックが昭和

48 年にありまして、昭和 49 年受験組、50 年受験組は、放送局だけでなくどこの会社も採らなかった。

どうしてもアナウンサーになりたいという気持ちがありましたから、あちこち、どこかないかなと探

していた。

　なぜか沖縄はあったんですよ。1975 年は EXPO75、海洋博があった年です。全国的な、世界的な

イベントがあるので、人不足があったらしいんですよ。それで沖縄だけが募集があった。藁にもすが

る思いで応募した。ところが周りからは、「どこの馬の骨か分からない北海道の人間なんて絶対採ら

ないよ」と言われた。本当に悲しい気持ちで、まあ、受けるだけ受けてみようと思ったら、合格でき

たわけですね。

　私は入社して、いったい柳のどこがよかったですかと上司に聞いたんです。そしたら、足が長いと

か、いい男だと言ってくれるかと思ったら、そうではない。おまえを採った理由は二つ。一つはお辞

10周年記念講演会：「一病息災 」

　　　　　　　　　　　 ～与えられた命の生かし方～

　講  師  柳 　卓 氏（元琉球放送アナウンス室局長）

　　　　 人気ラジオ番組「柳 卓のいんでないかい！」

　　　　 パーソナリティ
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儀の仕方がよかったと。必死だったから、べつにしっかりお辞儀の仕方を覚えたわけではなくて、「と

にかく採用してくれよ」という気持ちが出たんだと思います。あと一つは、声が出たからだ、これだ

けだそうです。何人か面接しているとだんだん試験官も眠たくなってきますから、それで私が、「受

験何十何番、柳卓です！」と言って入ってきたものですから、みんな、うわっと目が覚めた。何だ、

こいつ、元気があるんだなとインパクトがあったみたいで。ですから、皆さんもお孫さんとかに、面

接を受けるときの心得は何かといったら、とにかくでかい声で、元気よく。それだけですよ。

　私も現役時代に面接試験官をやったことがありますけれども、やっぱり元気な人に丸を付けてしま

いますね。カラ元気でもいいんです。元気が一番。元気を出せば何でもできる。そういうことだと思

います。

　皆さんご存じのように、どんなに優秀で、中学高校時代に全校で 1 番 2 番の成績だったといっても、

社会に入ると、いわゆる心が風邪をひく、そんなことになってしまう方もたくさんいらっしゃる。大

きな声では言えませんが、私ども琉球放送でもそういう方が出てしまった。琉球放送に入ってくるの

は皆優秀ですから、蝶よ花よと言われてきて、ところが社会に入ると成果主義ですから、営業成績が

悪いと「おまえ、大学を出てきてこんなものか」と言われてしまう。今まで周りから褒められてきた

のが、急にそんなことを言われてしまったりして、これはショックだと思います。

　ですから、琉球放送の採用のやり方を少し変えまして、どちらかというと、サークル活動とか、学

生時代にこんな面白いことをやっていましたとか、そういう子の方が入りやすくなっているなという

感じがします。勉強ばかりというのはいかがなものかと思いますね。ちょっとくだらない話から入っ

てしまったかもしれませんけれども。

　私はおかげさまで、たった一つ自慢できることは、アナウンサーとしての王道を歩ませてもらった

という自負です。何かというと、入社してすぐに番組がありました。ヤング番組から始まって、瞬く

間に売れっ子になりました。ラジオをつけてもテレビをつけても柳卓だらけという時代があったので

はないかと思います。「与えられた仕事は一生懸命」、これが私の考え方でした。とにかく一生懸命やる。

　これに関しては上司と大げんかをしたこともあります。入社して１年目。本当にテレビ、ラジオに

あまりにも忙しくなってきたので、上司に相談したんです。もうこれ以上抱えきれない。私も頑張っ

てやっていますが限界はありますと言ったら、上司がこう言ったんです。「まあ、ラジオはちょっと

手を抜いて適当にやれ。テレビ中心でやれ」と言ったんです。

　それで、むかっと来まして。私はラジオをやりたくて RBC に入ったんです。なのに、新人に向かっ

て手を抜けとは何事だと思って、上司に声を荒らげてしまいました。「手を抜けとはどういうことで

すか！ 大変だな、何とか頑張れと言ってくれるならまだ分かります。ラジオは手を抜けとはどうい

うことですか！」と。そうしたら、その上司が大きなお尻をぽんぽんたたきながら、「困ったやつだ」。

そう言われてしまいました。でも、それでもよかったと思います。そういうパワーみたいなものを認

めてくださっただろうなと思います。

　そんなこんなでテレビもラジオもたくさんやらせてもらって、レギュラー番組もやりました。沖縄

でラジオ、テレビを通じてカラオケ番組の司会をやったのは私が最初です。そこで今日は看護大学の

教員をなさっている渡久山さんにお会いして。『カラオケチャンピオンあなたも出番 ! 』が始まった

ころ、出演したんですよ。非常に歌のうまい方で、印象深く、いまだに覚えています。さっき久しぶ

りにお会いして声を掛けていただきましたが、そんな思い出がふっとよみがえってきました。お元気

そうで何より。しかも偉くなっていて。
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　私は琉球放送でずっと 36 年間勤めて、平成 23 年に 60 歳定年を迎えまして、以来フリーで 8 年やっ

ていることになります。

　フリーでやれるということは非常にありがたい話です。現在、月曜から金曜までの番組をフリーで

担当しているのは、私たちの大先輩の上原直彦さんと、私だけです。1 日、2 日くらいは私どもの同

僚の小山がまだやっていますけれどね。とても残念なのは、日曜日だけでしたが、仲地昌京さんが日

曜日の懐メロ番組を自ら降りる宣言をしてしまいまして、びっくりしました。

　仲地さんが今番組を担当していれば 82 歳か 83 歳になっていると思います。仲地さんのやり方と

いうのは、アメリカンビジネススタイルといって、全部一人で操作してしまうワンマンスタジオです。

自分でボリュームを上げてしゃべって、レコードをかける。レコード台は二つあって、CD のプレー

ヤーも 2 台あります。四つの音源を操りながら、コマーシャルも自分で入れてしゃべる。それをずっ

と続けてきたわけです。

　完璧にやってきたみたいなことがありますが、レコードは 45 回転と 35 回転のがありますので、

回転数を間違えてしまったり、順番を間違ったり、CD のトラックを間違うということが時々あるん

ですよ。生放送だからあるんです。これも愛嬌です。ところが、やはりきつい方がいらっしゃって、メッ

セージが来るわけです。「もう年なんじゃないの」「もう引き時じゃないの」と、だんだん引っ掛かっ

てくるわけです。俺はもう駄目なのかな。辞めた方がいいのかなと。

　当時、仲地さんは法事で 1 年に 1、2 回休むんです。そうすると私は、仲地さんにいつも「卓、よ

ろしくな」と言われて、ピンチヒッターで日曜日にやるんです。だから仲地さんが卒業した後は柳卓

がやりたいなと思っていたわけ。ところが私はその前に、これから話をしますけれど、倒れちゃって

復帰はしたんだけれども、私の後輩だったのがみんな琉球放送の中では重役になったりしている。み

んな心配して、「柳さん、月火水木金やって、土曜日だけ休みで、日曜日にまた出てきて『ナツメロ

沖縄 50 年』をやる？　だめだめ、また倒れる」と許してくれない。そういうことで涙をのんだ。でも、

私の同僚で今またノリノリになってきました小山康昭さんが日曜日にやってくれているのでよかった

なと思っています。

　琉球放送を定年退職して、こういう仕事をしていて、ちょうど 3 年くらい経ったときですか。平

成 25 年 6 月 8 日土曜日のことでした。1 週間か 10 日前から頭痛がするんですよ。あれ？と思って、

市販の頭痛薬を飲むと治るんです。でも、また 1 時間すると痛くなる。また飲む。治る。1 時間で痛

くなる。これの繰り返し。何か変だぞと思って、かかりつけの個人医院の先生に相談したら、バイパ

ス沿いの嶺井病院の MRI が一番新しいから、そこへ行きなさいと言われて、紹介状をもらって行った。

　先生と話をして MRI の予約をして帰ろうとしたら、技師の方が来て、「先生、1 人キャンセルが出

ました」。先生が、にやっと笑って、「柳さん、キャンセルが出たみたい。入る？」と言うから、入り

ますと言って、MRI に入った。初めて入ってびっくりしましたけどね。あれは工事現場みたいですね。

ガゴン、ガゴンといって。閉所恐怖症の人は「出してくれ」と言うらしいですけど。

　それで、先生はレントゲンを見ながら、「全然、重篤な箇所はないですよ」と言う。私は、「いや、

先生、そんなはずはないです。私は子どものころからチブルヤミー（頭痛）は一回もないです。頭

が痛いんですよ。何ともないのに頭が痛いわけないじゃないですか。ちゃんと診てください」と言っ

たら、先生が「じゃあ、今度、造影剤を打ってまた診ましょう。そうなれば、柳さん、今度の予約は

月曜日です」。その日は木曜日で、週明けの月曜日に予約を取って帰った。その二日後の土曜日に倒

れた。それが、さっき言った 2013 年、平成 25 年 6 月 8 日土曜日のこと。
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　仕事で私は土日もばたばたしていて、ある知り合いのカラオケの先生が、発表会があるからパレッ

トくもじに来てくれと言うので行ったんです。客席に座って皆さんの歌を聞いていた。女性の司会の

方が「あっ、会場の中に RBC の柳さんが来てくれています。柳さん、よかったら」と言って呼ばれ

てしまった。

　でも私、そのときには頭がぼおっとしていたんです。でも呼ばれると私はスイッチが入るんです。

にっこり笑いながら、周りにおじぎをしながらステージに向かっていった。ところが、司会者との話

がとんちんかん。今はもう何も覚えていないですよ。「柳さん、カラオケはお好きですか？」と質問

されたら、「いや、まあ、まあまあ、へえへえ」と、これしか言わない。だからその女性の方は、自

分があまりにも下手な司会をやってしまったから柳さんは怒っているはずと思っていたらしいです。

そんなことはない。そんな意地悪ではないですから。いや、本当におかしくなっていたんですね。も

う発症しつつあったんですよ。

　ところが、「柳さん、せっかくですから一曲歌ってください」と言われて、言われたら私は断らな

いタイプです。歌っちゃった。今でも覚えていますけれど、以来これが私の鬼門の曲になっています。

曲は菅原洋一の『風の盆』という、いい歌ですよ。

　それで、司会者とのやりとりも含め、私が歌っているのを全部撮影していた人がいて、DVD にし

たものがその後私に届いたんです。見たら、確かに、やりとりはとんちんかん。何？これ、俺か。と

ころが、歌はまったく音程をずらしていないんです。ちゃんと歌っている。これは何だろうとよく分

からなかったですけれどもね。

　その後です。この発表会が終わって、その先生のカラオケの教室へ私は行ってしまったらしいです。

でも全然覚えていません。そこからもう頭がぼう―としてしまっているんでしょう。そこは料亭の中

の地下ですが、そこで発症したらしい。

　ご存じのように、くも膜下出血は発症したら、ハンマーで頭をぶったたかれたくらいの痛みだとい

うじゃないですか。そこで発症したときに、私は大声を上げたらしいです。

そうしたら、そこの料亭の駐車場係のおじさんが警察に電話して、「酔っぱらいが騒いでいます」と

言って、パトカーが来たんです。パトカーが来たら、おかげさまで結構顔が知られてしまっていたよ

うで、「おい、柳さんじゃないか」と言われて、そのときには座り込んでいて、大声も上げていなくて、

小康状態。

　「柳さん、うちはどこですか」と聞かれて、ちゃんと「末吉の方です」と答えたみたいで、連れて

いかれて、そこで降ろされて、「じゃあ、大丈夫ですね」と言ってパトカーは帰った。ところが私は、

玄関からおうちに入らずに、玄関の横であらためて倒れていた。わりと道通りがあって、人が通るん

です。だから、通れば、あいっ、誰か倒れていると分かるんですけれど。

　ここからのお話をしますけれど、「与えられた命」という話題に入ってきていますからね。私はこ

の一件があってから、世の中には、ああ、神様がいるんだなと思うようになりました。ちょっと信じ

られない奇跡が起こるんです。

　誰も見つけきっていない、うちの息子も帰ってきているのに、すぐそこにお父さんが倒れているの

に見つけない。私を見つけたのは、うちの女房です。女房はイヌの散歩に行っていた。真っ黒なフレ

ンチブルドッグで、ケチャップという名前ですけれど、散歩が大好きなイヌで、ぐいぐい引っ張って

いくくらい好きです。ところが、どういうわけか、初めてだそうです。ケチャップが座り込んでし

まって、引っ張っても動かない。無理やり引っ張ったら、ずずっと行く。「あれ、ケチャップ、あんた、
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散歩が好きなのに何をやっている」と引っ張ってもだめ。帰ろうとする。しようがないから帰ってきた。

そしたら、私が倒れている。これは不思議でしょう。これからたくさん不思議なことが起こるんです。

　私が、頭が痛いから MRI に入って、また来週あらためて月曜日に造影剤を打って入るんだよ、そ

んな話を全部女房にしていましたから、うちの女房は倒れている私を見て、すぐにぴんと来た。「ああ、

絶対、頭をやったはず」。おかげさまで末吉ですから、私のうちからすぐそこが救急病院の那覇市立

病院です。電話をしたら 5 分ですぐ救急車が来ました。救急隊員に女房は、うちの人が頭痛いと言っ

ていました、MRI にも入りました、来週、月曜日にもう一回入るんです。「絶対頭ですから、頭を見

てください」と隊員に言って出してもらった。

　さあ、うちの女房が見つけたということでよかったわけ。下手にうちの息子とか通りがかりの人が

声を掛けたら、ふっと起きて、ドアを開けて、うちに入って、私のベッドで寝ていたら、もう終わり。

たぶん死んでいたはずです。とにかく早く発見して、血液の流れをよくする治療をしなければいけま

せんからね。私は救急車で那覇市立病院へ運ばれました。

　それで皆さん、救急病院は普通、当直の先生だったら、それは内科の先生かもしれないし、整形外

科かもしれないし、小児科かもしれない。何と皆さん、またまた奇跡。脳外科の先生だったんです。

三田先生だった。それだけではない。さらに奇跡。沖縄でナンバーワンと言われている先生だった。

この先生に救急隊員が、奥さんがこんな話をしていました。「分かった」と検査をして、手術態勢を

整えて、手術に入ったわけ。早かったからよかったのね。

　そのときに、皆さま、私は脳みそがやられているのに開頭手術をしなかったんです。カテーテルで

す。これがこの先生が沖縄で有数の先生と言われているゆえんらしいです。ここからカテーテルを入

れて、脳みそまで持っていった。本当ですか、先生。脳みその血管はこんなになっているじゃないで

すか、無理じゃないですかと言ったら、「それが技術なんだよ」と。それで、本当に注意深く。しか

もね。詳しい方はご存じだと思いますけれど、プラチナで穴を埋めたんです。「柳卓の頭には貴金属

が入っていますよ」とよく言われました。プラチナで穴を埋める。これをカテーテルで持っていって

やったんです。ちょっと信じられないという感じですけれどね。

　ところが、この先生は、いいことを何も言わないの。うちの女房が、駆け付けてきたら、「奥さん、

申し訳ないけれど、私は自信がないです。助ける自信がないです」と言ったんです。うちのやつはも

うパニックです。助ける自信がない、死ぬかもしれないということで、それで会社に電話したら今度

は会社もパニックですよ。

　「やるだけのことはやってみます」と先生はおっしゃってくれて、手術に入りました。まず先生が

手術室から出てきて女房に言ったことが、「うーん、手術中、旦那さんは右手、右足をばたばたして

いました。ところが、左手、左足はまったく動きませんでした。もし助かったとしても、左は麻痺し

ているはずです。車椅子は覚悟してくださいね」と言ったそうです。うちのやつはわりと現実的な人

で、大変と思いながらも、「じゃあ、フリーのうちにリフォームしなければだめなのかしら」とか、「車

椅子を積めるような車に替えないとだめかしら」とか、いろんなことが頭をよぎったみたいですけれ

ど、会社に連絡したら大騒ぎです。

　それで、2 週間くらい昏睡状態でした。いろいろ管につながれていたみたいですけれど、そういう

もので髄液とかを出すんでしょう。これが感染症を起こす可能性があるので、いつまでも管を使って

いられないということでした。もう 1 日、2 日で何とかしなければとなっていたところ、その 1 日、

2 日前に北海道から母親と弟夫婦が来ました。死ぬかもしれないということだったから呼ばれたわけ

です。
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　ところが、うちの母親が私の顔をのぞき込んでいたそのときに、ぱっと目が覚めたんです。私のた

めに一生懸命手を合わせて祈ってくださった方々がいらっしゃった。首里観音堂と波上宮の、それっ

ぽい方々ですよ。本当に笑い事ではなくて。その方が「柳さん、今日、目覚めますよ」とおっしゃっ

た。そしたら本当に目覚めちゃった。すごいでしょう。だから奇跡がいっぱいあるんです。

　うちの母親がのぞき込んだら、逆さまに顔が合うわけです。うちの母親が、まさに北海道弁の男言

葉です。私に「おお、目が覚めたかあ。もう大丈夫だな。もう大丈夫だな」と言うんです。私は、う

んと軽くうなずきながら、すごいことを言ったそうです。「あ、お父さん、どこに行ったの？」。実は

父はもうグソーに行っているの。後でその話をみんなが聞いて、お父さん、来ていたんだねと、そん

なことを言っていました。

　だから、ほら、皆さん、今までの間に何回奇跡がありましたか。いっぱいでしょう。普通だったら

助からない。

　そして今度は、リハビリをしなければいけないということで、大浜第一病院に転院するんです。手

術をした先生から大浜の脳外科の先生に全部、情報提供があって、その先生の診察を受けながら、作

業療法士の方々にリハビリを一生懸命やってもらいました。ありがたかったのは、これは後で聞いた

んですが、「柳卓は大変なことになっているけれど、われわれの力で柳卓を復活させよう！頑張ろう！

おうっ」とみんなで言ってくれたらしいです。そうしてリハビリをやっていたかいがあって、だいぶ

快方に向かっていた。

私は結構、回復が早かったみたい。くも膜下出血をやった男に見えないでしょう。言葉もこうやって

しゃべっているし、手足も動いているし。ちょっと疲れやすいですけれど。これも普通あり得ないそ

うです。

　だいぶ回復に向かってきてから、大浜第一病院の脳外科の先生がおっしゃった。「柳さん、今だっ

たら言えますけれど、あなたのくも膜下出血は最悪のケースだったんですよ。血管の穴などを見れば

分かります。はっきり言って、発症した段階で６割の皆さんは、その場で死にます。命を落とします。

助かった４割もほとんどすべて車椅子です。柳さんのように、どこに障害が出ましたか？という人は

いない。あり得ない。これは本当にミラクルですよ」と言われました。自分ではよく分かりませんで

したけれど、本当に周りの方々に助けられたというか、神様がうまい組み合わせで段取りがうまく行っ

て、いろんな奇跡が起こって、助けられたんだなと今そういう思いでいっぱいです。

　それまで私は、神様はいるのかな、いないのかなと半信半疑のところもありましたが、今はしっか

りと「ああ、いるんだ」と、そう思っています。助けられたんだ、「与えられた命」なんだと。本当

にその演題です。先生に言われました。「柳さん、こうやって生かされたというのは何か意味があり

ますから、その意味を考えてこれからの人生を送ってください」。考えながら、ああ、そうだなと。

　それは何かというと、ありがたいことだったんですけれど。くも膜下出血で厳しいですという情報

が流れたときに、放送業界にも激震が走ったんです。「柳卓はもうだめらしいよ。くも膜下出血だって。

復帰は無理だよ。死ぬか生きるからしいよ」と、いっぺんにうわさが広まった。ですから会社でも、

普通は柳卓の後釜を考えますよね。普通は考える。ところが、これも奇跡だと思います。ありがたい

ことに、私が卒業した後かわいがったというか、育てたというか、『柳卓です ! 土曜の朝はにぎやかに』

から『柳卓のシャキッと i 』まで、私が担当した番組のディレクターをやっていた男が今は琉球放送

の常務です。冗談で「おまえが俺より偉くなったら俺は会社を辞めるよ」と言っていたのが、私より

ずっと出世して偉くなっちゃった。その彼をはじめ、多くの皆さん、スタッフたちが「柳さんの様子

を見極めて、やれるようだったら何とか頑張って柳さんにやってもらいましょうよ」と言ってくれた。
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柳卓が復帰するのを待っていてくれたんです。

　普通は考えられない。もし私が私の上司だったら、「だめだったら後釜を考えた方がいい」と言う

かもしれない。ところが、ちゃんとピンチヒッターを立てながら、柳卓の回復の状況を見ながら、私

は 6 月に倒れましたが、3 カ月後の 9 月から、週に 1 回だけしゃべって、10 月、週に 2 回、11 月、

週に 3 回、そして 12 月、週に 4 回、明くる年の 1 月、正月から番組に全面的に復帰と、そういうふ

うに徐々に徐々にやってくれた。普通こんなことは考えられません。そこまで皆さんは気を使ってく

ださった。

　そして、ちょうど全面復帰した正月から次の月の 2 月に「柳卓と行く北海道ツアー」があったんです。

先生は「大丈夫だよ、柳さん。気を付けながら行ってくれば」と言ってくれて、私も行く気満々だった。

ところが沖縄ツーリストの社長さんがスタッフを集めておっしゃったそうです。「あのね、柳さんの

問題ではなくて、もし今回北海道ツアーをやったら、柳さんの身内とか、コアな柳さんが大好きとい

うファンの皆さんは何て言うかな。RBC と沖縄ツーリストは何て人使いが荒いんだろう。それでい

いのかと言われないか。1 年思い切って休むということも大事なことではないか」とおっしゃったら

しいです。みんな琉球放送のスタッフもしゅんとして、「柳さん、そういうことで、寂しいですけれど、

1 年休みましょう」と言われて 1 年休んだわけです。次の年からは、また復帰しましたけれど。

　その航空会社は JAL さんでしたが、1 機チャーターして行きますから、そのときに機内席のヘッ

ドレストに柳卓の似顔絵の印刷を全席にやってくれたんです。これは JAL さんから柳さんに対する、

頑張ってくださいという激励の意味ですということでした。お客さんを入れる前に「柳さん、見せた

いものがある。どうぞ」と案内されて、機内に入ったら、全部に柳卓の顔がある。そこまでやってく

ださって、本当にありがたいことだと涙が出るような思いでした。

　そういうことで、私はこうやって今も番組を担当していますけれど、68 歳になりました。あと 2

年で古希です。そんなことを言うと「私はもっと上よ」とおっしゃる先輩方もいらっしゃると思いま

すが、いつまで仕事ができるかは分からない。

　今、私の目の前を走ってくださっているのは、上原直彦御大です。御大ももう 80 オーバーです。

時々、レコードの回転数を間違ったり、トラックを間違ったりして落ち込むときもありますけれど、

そんなことは気にしないで、生きているだけでいいんです。もう 80 オーバーなのに、お声が、いわ

ゆるおじい声ではないんですよ。ちゃんとはつらつとしたお声ですよね。これがすごい。琉球芸能と

沖縄民謡に関して、まさに生き字引、歩く琉球辞典です。

　昔はとてもきつい方でした。私みたいなヤマトンチュが大嫌いだった。ところが、ある日突然優し

くなりましてね。というのは、北海道に行ったらとてもよくされたみたいで、北海道を気に入って、

当時の小樽の石原裕次郎記念館にも行って、裕次郎と書いてあるジャンパーを買ってきて、しばし自

慢話を聞きました。

　その後です。上原御大は面白いことを言うの。「柳、北海道は本州のことを、沖縄と同じように内

地と言うそうだな」。あ、内地と言いますよ。と言ったら、「そうか。じゃあ、北海道は許してやる」。

許していただきました。まあ、彼の独特の照れですけどね。でも今は本当にとても優しく接してくれ

て、私が質問する沖縄のことについては詳しく何でも教えてくれます。一日でも長く御大は番組を続

けてくださいよというのが後輩からのお願いで、いつも話していることです。

　私もこれから、少しでも周りが許してくれるのであれば続けたい。自分で判断できるようにしたい

なと思うんですけれど、でも中には判断できなくなっている可能性もありますから、そういう場合は、

簡単ですけれど、聞く人がいなくなる、スポンサーが付かなくなる、この二つです。それで強制的に
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番組が終わっていきます。当たり前です。少しでも聞いてくださる方がいる、少しでもスポンサーに

なってくださる会社があれば、これからもやれるのかなと思いながら、謙虚にやっていきたいと思っ

ています。

　皆さまも医療に関わっているんですから、皆さんにお世話になっている方々、かつてお世話になっ

ていた方々もいらっしゃるでしょうけれども、そういう方々からのメッセージ、リクエストが非常に

多くなっています。直彦さんはメールやファクシミリは一切受け付けずに、ずっとはがきオンリーで

やっています。私は、おはがき、お手紙ウエルカムと同時に、メール、ファクシミリオーケーでやっ

ていますが多いです。

　今 63 歳ですとか、65 歳ですと年令を言ってくださる方もいれば、入院中の方もいらっしゃいま

す。ベッドの窓際に小さなラジオを置いて柳さんの番組を聞いていますよとか、いわゆる聞くだけリ

スナーという方もたくさんいらっしゃることを承知しています。私の役目、命の生かし方ではないで

すけれども、そういう皆さんに楽しい番組をお届けするのも、やはり使命なのかなと今思っていると

ころです。

　そして、これからもっと厳しい時代になっていくと思います。いかに健康であるかということと、

どんなに生きていても寝たきりでは寂しいです。元気に長生きをする。うちの母親も父親も、ピンピ

ンコロリでした。これだけは私は親にかなわないと思っているし、親が手本を見せてくれた。

　私が一回倒れて復帰したのも、これは変な言い方ですけれど、死ぬことのリハーサルをさせてもらっ

たなと思うんです。病気をするというのはこういうことだということ、ひょっとして死ぬということ

は、こういうことかもしれないということを学びました。そうすると、ひと皮、ふた皮むけた感じに

なっちゃって、「柳さん、以前よりもちょっと優しくなったみたい」と言われるんです。

　「病気をするとはどういうことですか」と聞かれたんですね。大変だよ。私は意識が戻ったときに、

おむつをさせられて、行きたいときにはすぐナースコールをしてくださいねと。押す。看護師さんが

すぐ来ないのよ。忙しいんだと思うけど、私は漏らしちゃうのよ。漏らす。そうすると、遅れて看護

師さんが来るわけ。よりによって、だいたい若い看護師さんです。「あらあら、柳さん。じゃあ、替

えましょうね」と言って、軽く股間を拭かれて、まあ、寂しいのは股間ばかりですけどね。それを女

房が見ているんですよ。そうやっておむつを取り換えられて、思わず涙がぽろっと一つ出ましたけれ

ど、でも、ああ、病気をするということは、こういうことだと。

　シャワーも若い看護師さんが全部くまなく洗ってくれます。それをまたそばでうちのやつが見てい

る。さすがにかわいそうだと思ったみたいで、ナースセンターに行って、「これから主人は私がやり

ますので、それでよろしいでしょうか」「じゃあ、転ばないように気を付けてくださいね」と、それ

以来うちのやつがやるようになったんですけどね。だから、病気をするということはこういうことだ

と、しっかり理解できました。元気な方がいいということと、病気になったら覚悟を決めないとだめ

だということです。この二つだなと思いましたね。

　私の父も母も入院して間もなく逝ってしまいました。長患いせずに見事なものでございました。父

にいたっては、私は家族みんなで告知を受けたんです。びっくりしましたね。うちの父は、沖縄に私

がいるものですから、長い間滞在したことが半年くらいあるんですが、帰ってから耳たぶに皮膚がん

ができまして、私はすごく気になって、沖縄の太陽が原因じゃないかと。

　写真が好きですから、いつもカメラバッグを担いで、いろんなところに写真を撮りに行っていたん

です。日に焼けますから、真っ赤になって帰ってくる。これがまずかったかなと言ったら、お医者さ

んに言われました。「柳さん、そのくらいで皮膚がんになったら、沖縄の人はみんな皮膚がんだよ」。
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そうじゃない。あれはやはり長年積み上げてきたものだから。「お父さんは北海道でも、休みごとに

バッグをしょって、北海道なりの日差しの中で、ずっとそれを続けていたんでしょう。そういう積み

重ねです」と。

　この皮膚がんは一応取って、形成外科の先生にも立ち会っていただいて、「耳、やっぱり少しは残

した方がいいだろう。どういうふうに手術したらいいか」と。そしたら、うちの母親が、これはまた

北海道の肝っ玉かあさんですから、「ああっ、先生、もううちの人は年ですから、がっぽり取ってく

ださい。再発しないように。耳がなくなってもいいですから、がっぽり取ってください」と、こんな

ことを言う。そしたら、うちのおやじは何と言ったと思いますか。「ばかやろう。耳がなくなったら、

どうやってめがねを掛けるんだ」。本当にそう言ったんですよ。これがうちの父親と母親です。こん

な両親から生まれた僕です。

　うちのおやじと告知を受けたときは、皮膚がんはほぼ完治状態だったんですが、肺がんが見つかっ

たんです。これにはきょうだい、家族はびっくり。おやじは煙草を一本も吸わない人だから、何で肺

がんになるのか分からなかった。これをまた知り合いの先生に聞くと、さっきと同じこと。「柳さん、

これは煙草を吸う、吸わない以前に、お父さんの空気環境が悪かったんだと思いますよ。心当たりは

ないですか」。

　みんなで考えて、思い付いたのが。うちのおやじは写真をやるでしょう。自分で現像、焼き増しを

するんです。暗室を持っているんです。その暗室に開口がなかった。現像液をつくるときに、白い粉

を入れると、じゃあっと泡を吹いて、あの泡の気体がえらい体に悪いらしい。それを長年吸ってきた

ことではないかなと、おじさんが教えてくれました。おじさんは、それがあるから俺はカメラをやめ

たんだよと。でも、カメラをおまえのおやじに教えたのは俺だからなと、ちょっと悲しそうにしてい

ましたけれども、そういうことだったんだと思います。

　告知を受けた後、うちの父と札幌近くに行ったので、おすしを食べに行ったり、写真の展覧会に一

緒に見に行ったりしていた。そうしたら、うちのおやじが面白いことを言うんです。手を上げて、「あ

れ、お父さん、こんなに元気だけど、お父さん、本当に死ぬのかな」と言うんです。しかも告知を受

けた後です。先生、ずばり、後どのくらいですかと聞いたら、「うーん、１年ですね」と。おやじも

いるんですよ。初め、いろんな手術法とか、いろんな方法があるけれど、ちょっとお父さんの体が持

つか。われわれも考えて、分かりましたと決心しました。もう自然に任せますと言って。そんなもの

だから本人は何も異常も不調もないんですよ。告知があるからおまえも来いと言われて、休みを取っ

て行った。それが 9 月。

　うちのおやじが初めて発作を起こして運び込まれたのが 11 月 7 日。呼吸困難になって、びっくり

して。ところが、大騒ぎをするのが嫌いな人ですよ。救急車を呼ぶなと言うわけ。私の弟が帰ってき

ているころだから、弟を呼べと。それで弟は車で 10 分くらいのところに住んでいるものですから、

すぐ来てくれて、連れていって、診察を受けて、酸素吸入をして楽になる。

　それで、うちのおやじがこんなことを言う。「お父さん、もう帰らない」。帰らないって、どういうこと。

「ここでそのまま入院する」、姉も弟も、「お父さん、このまま入院するということは、いわゆるター

ミナルケアだよ。死ぬまでここにいることになるよ。それでもいいの？」「うん。いいんだ。おうちで、

またさっきみたいに呼吸困難みたいな苦しい思いをして、病院に来るまで、はあはあするよりは、ボ

タンを押せば、すぐに来てやってくれるから、俺はずっとここにいる」と、おやじが決めたんです。

それが 11 月７日。

　うちのおやじが死んだのが、次の月の 12 月 17 日です。ほとんど長患いしませんでしょう。本当



18 19

は苦しかったはずです。私も調べますから、肺がんで亡くなるというのは、呼吸ができない、溺れる

のと同じくらいの苦しさだと。そんなことを思いながら。でも泣き言は一つも言いませんでした。た

だ、うちの母親には、背中をちょっと押してくれと、うつぶせになって背中を押した。もっと押して

くれ、もっと押してくれと。うちの母親は太っていますから、「あんた、私がここに乗っちゃったら、

背骨が折れて死んじゃうかもしれないわよ」「その方が楽だ」と言ったんです。よほど苦しかったん

だろうと思います。

　12 月に入って 12 月 17 日に亡くなりましたけれど、病室に写真仲間が来た。みんな話をしていく

んです。うちのおやじは毎年その人たちに年賀状を書くんですが、おやじはものすごく達筆で、自分

の毛筆で年賀状を書く。ところが、１枚書いては、はあはあ、２枚書いては、ふうふう。今年はだめ

だな、やめようと決心して、やめた。そして 17 日に亡くなってしまう。でも、年賀状は 4、5 枚書

いていたんです。これをどうしようかと。絶筆というか、うちのおやじが最後に出そうと思っていた

年賀状ですと、これを二つ折りにして封書に入れて出した。

　ところが偶然おやじは、沖縄でお世話になった方に１通出していた。その方が、「柳さん、お父さ

んが天国から年賀状をくれたよ」と見せてくれた。これがまたおやじらしい。もう間もなく死ぬ人で

すよ。なのに、年賀状の文面にこう書いてあった。「皆さま、お元気ですか。私の体調はまずまずです」。

すぐ死ぬ人がこんなことを書いて、笑わせて。そんなおやじでした。

　うちの母親も膵臓がんだったんですが、気が付かなくて、膵臓がんと分かったときにはもうだめだっ

た。もっと早く入院させればよかったとつぶやいたら、先生からは「その時点でも手遅れです」と言

われてしまいました。うちの母親も、あっという間に天国に行ってしまいました。

　そういうことで、私はこれからも、皆さま方のご希望があれば、それに応えるかたちで番組を元気

よくやっていきたいなと思います。最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。



同窓会統合 10 年のあゆみ

第 ２ 章
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１．県立沖縄看護学校・県立看護大学同窓会統合の経過

　2007（平成 19）年 5 月、野口美和子学長就任祝賀会に出席した沖縄県立看護学校同窓会会長高

良弘子氏は、看護大学創立 9 年が過ぎ「県立看護学校同窓会は、看護大学同窓会と統合する事を

望んでいる」旨を野口美和子学長に伝えたところ、「当然です」と即答されて同窓会の統合に光が

差すのを感じた」と述べている（統合記念誌より）。　

　2008（平成 20）年度看護学校同窓会総会で看護大学同窓会との統合が決議された。同時に看護

大学同窓会においても当時学生部長をしておられた嘉手苅英子教授を仲介しながら同窓会長安里明

友美氏を中心に討議を重ねて看護大学同窓会総会において統合が決議された。

　直ちに両同窓会の役員からなる統合準備委員会が結成され、最終的に統合合意の意思確認がなさ

れた。「統合する事は、沖縄県の看護教育の歴史と伝統を風化させることなく、新しく誕生した看

護大学同窓会へ継承し、未来の看護教育の発展に繋いで行くことに大きな意義がある」という確認

をして、1 年半かけて統合準備が進められた。その作業は決して安易ではなく「名称は」、「会則は」、

「予算は」、「活動計画は」、「同窓会事務所は」等、多くの時間を要したと語る（当時の高良弘子会長、

安里明友美会長）。特に安里会長は、「両同窓会の組織統合について話合いを重ねる中で「継承」と

いう言葉を多く用いてきた。それは、「継承」という言葉が両同窓会の統合の意義を最もよく表現

している」と述べている。県立看護学校の築いた 65 年の歴史は、新たな同窓会活動の中で先輩か

ら後輩へと「継承」されることを大きな喜びと誇りに、両同窓会会長と役員、ワーキング委員は統

合作業を完成させて沖縄県立看護大学同窓会が誕生した。

２．同窓会統合記念総会・記念式典・記念講演会の開催

　2009（平成 21）年 7 月、統合記念総会・記念式典・記念講演会が開催された。式典には沖縄県

福祉保健部長奥村啓子氏、沖縄県立看護大学学長野口美和子氏、沖縄県看護協会長宮城シゲ氏、看

護学校歴代同窓会会長、看護大学関係者ほか多くの来賓および会員が出席して同窓会の統合を祝福

した。世代を超え、統合の扉を開いた記念すべき日であった。

同窓会統合 10 年のあゆみ

第三代同窓会		会長　吉川　千恵子

沖縄県立看護大学同窓会統合記念総会・記念講演会（2009 年 7 月 4 日）
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３．同窓会組織

　同窓会組織は、会則により会員と賛助会員で構成されている。統合時の会員数は、1946 年に創

立された県立看護学校の卒業生 7,832 名、県立看護大学卒業生 560 名 ( 第 1 ～ 7 期 )、合計 8,392

名であった。さらに 2012（平成 24）年 3 月、県立浦添看護学校の閉校に伴い、2013（平成 25）

年 7 月、県立看護大学同窓会と県立浦添看護学校同窓会が統合して 2,877 人加入して、10 周年に

おける会員数（2019 年 3 月現在）は、12,036 名、賛助会員 8 名である。

　同窓会の目的は、「会員相互の親睦を図り大学の発展を図ると共に、沖縄県における看護の向上

に寄与すること」である。

　事業は、①学生および大学との交流、②諸団体及び関係機関との連携、③その他本会の目的を

達成するために必要な事業である。それらは統合時のそれぞれの同窓会の予算、看護大学同窓会

（1,630,063 円）、看護学校同窓会（1,671,132 円）、浦添看護学校同窓会（2013 年統合 1,700,000 円）

合計 5,001,195 円を財源として、毎年卒業生 1 名当たりの終身会費 20,000 円、賛助会員 5,000 円、

その他寄付による収入で実施している。

　役員は、会長 1 名、副会長 3 名、理事 20 名、監事 2 名、書記 2 名、会計 2 名事務局長 1 名、

事務局長補佐 1 名で構成し、任期は 2 年である。また、卒業生を代表して幹事を選任し総会にお

ける出席と発言を求めている。

　同窓会顧問を県立看護大学学生部長に依頼しており、同窓会と大学・学生間の連携を図っている。

４．同窓会の運営

　総会は、本会の最高決議機関で年 1 回定期総会を開催し、決議は出席会員の過半数で決定する。

総会の議長は、総会において会員の中から選出される。決議事項は、①会則の制定及び改正に関す

る事、②会長・副会長・理事・監査委員の承認に関する事、③予算及び決算に関する事、④事業計

画の承認に関する事、⑤その他重要な事項に関する事である。総会への出席を各期の幹事（約 280

名）へ通知すると共に、医療機関の看護部や保健所へ総会案内を送付、ホームページ、新聞広告等

で広報しているが、例年の出席状況は約 90 名前後である。各期の幹事との連携と広報活動が組織

の強化につながると考える。

　理事会は、会長、副会長、理事、事務局長、事務局長補佐、書記、会計及び監査委員で構成する。

会長が議長となり、次の事項を審議する。①会則の改正（案）に関すること、②役員及び理事・監

査委員の推薦に関すること、③幹事の承認に関すること、④予算（案）及び決算（案）に関すること、

⑤事業計画に関すこと、⑥会員名簿の編集に関すること、⑦寄付金品の受領承認に関すること、⑧

その他必要な事項についてである。理事会は年に 2 回（必要に応じて臨時に）開催し、理事 20 名

の構成は、各学校の卒業生（看護大学・看護学校（コザ・那覇・沖縄）・浦添看護学校）のバラン

スを考慮して選出し各同窓生の意見が表出できるよう配慮している。また、監査委員は理事、会計

等の経験者を考慮して選出し事業計画と予算との関連で監査している。

　役員会は、会長が議長となり、①理事会に提出する議案の作成、②総会又は理事会の審議を決議

された事項の執行、③事業計画及び予算の執行状況の確認、④その他必要な事項の審議を年に約

10 回前後開催してきた。組織の運営上事務局長及び補佐は、大学行事や在学生との連携による事

業等の推進を円滑に実施するために役員会と大学とのパイプ役を果たしており重要な役割を担って

いる。

　事務局は、会長と連携しつつ、①第 27 条に基づく保存書類の整備、②諸会議の準備、③事業の
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進捗管理、④役員・大学関係者との連絡調整、⑤ホームページ等情報管理、⑥文書管理（行財政使

用許可申請、事務所使用許可申請など）⑦事務所の整備などを行っている。

総会における主な決定事項の推移を表１に示す。

年　月 総会（会則改正、役員改選の時期など）

2009（H21）年

7月4日

統合総会（県立看護大学同窓会・県立看護学校同窓会）

場　　所　沖縄県立看護大学４階　参加者120名

会長挨拶　沖縄県立看護学校同窓会会長 高良弘子

　　　　　沖縄県立看護大学同窓会会長 安里明友美

来賓祝辞　沖縄県福祉保健部長 奥村啓子

　　　　　沖縄県立看護大学学長 野口美和子

来賓紹介　宮城シゲ、金城芳秀、山城正和、伊敷健伸

報　　告　県立看護大学・看護学校合同役員会　合同理事会

提出議案　沖縄県立看護大学同窓会会則（案）→ 承認

　　　　　2009 ～ 2010年度事業計画及び予算（案）→ 承認

　　　　　2009 ～ 2010年度役員・理事選出 → 会長 高良弘子、副会長 安里明友美・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　久場常子

記念講演　講師：沖縄県看護大学学長 野口美和子

　　　　　演題：「沖縄県立看護大学における島嶼看護学への取り組み」

茶 話 会　進行：並里紀子、乾杯の音頭　仲里幸子　場所：大学食堂「エンジェル」

　　　　　事務局の新設　看護大学内に確保、ネット環境の整備等

2011（H23）年

7月16日

総会：主な審議事項

１．会則１部改正について

１）第11条（役員の任期）２年 → 再任２回（６年）までとする

２）第14条（役員報酬）無報酬 → 手当（交通費等）を予算化する

３）第16条（総会）西暦奇数年の７月に開催する → 毎年７月に開催する

２．2011 ～ 2012役員・理事改選、事務局改選　　会長 古謝フミ子 氏　外選出

2012（H24）年

7月21日

総会：主な審議事項

１．会則１部改正について

２．県立浦添看護学校同窓会との統合決定 → 統合に向けて両校にワーキングチーム　　　

設置

2013（H25）年

7月30日

統合総会（県立看護大学同窓会と県立浦添看護学校同窓会と統合）・記念式典：主な審議事項

１．会則１部改正について

　１）第６条（会員）２項⑮ → ⑯沖縄県立浦添看護学校を追加

　２）第８条（役員）副会長２名 →３名へ。２項（２）事務局長補佐１名を追加

　３）第９条（役員の選任）→ 事務局長補佐を追加

　４）第10条（役員の職務）→ 事務局長補佐を追加

　５）第17条（理事会）→ 構成に事務局長補佐を追加

　６）第20条（役員会）→ 構成に事務局長補佐を追加

２．2013 ～ 2014年度役員・理事・事務局改選　　会長 古謝フミ子氏再選　外選出

2014（H26）年

8月16日

総会：主な審議事項

１．宮古八重山地区同窓会員訪問・交流：同窓会活動報告と今後の在り方について

　　→ 継続審議

２．浦添看護学校閉校記念碑について：県立看護学校記念碑に追加刻銘決定

表 1　総会における主な決定事項の推移（2011 年以降は会則改正、役員改選等のみ掲載）
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年　月 総会（会則改正、役員改選の時期など）

2015（H27）年

7月18日

総会：主な報告事項、審議事項

１．県立看護学校記念碑への浦添看護学校を追加刻銘について作業終了報告

２．同窓会オリジナルグッズ作成・販売（学生の要望によりポロシャツ、バック、

　　４色ボールペン）

３．同窓会ロゴマークOPCNの決定（okinawa prefecturl college of nursing）

４．2015 ～ 2016年度役員・理事・事務局改選　　会長 吉川千恵子 氏　外選出

2016（H28）年

8月6日

総会：主な審議事項

１. 会則１部改正

　　第９条（役員の選出）幹事は会員の中から → 各期会員の中から

　　第17条（理事会）構成員に監査委員を追加

２．県主催「第６回世界のウチナーンチュ大会」関連事業「世界のウチナーンチュナー　　

スデイ」共催について：（詳細は別途述べる）

2017（H29）年

7月30日

総会：主な報告事項、審議事項

１.前年度総会にて以下の質問があり理事会で検討した結果

①会員の高齢化に伴い年齢制限が必要ではないか → 会則のとおり終身会員とする

②幹事の役割に同期生へ総会の連絡をおいているが負担である。ホームページを強化して

広報手段を考えてほしい→会員への総会等の連絡手段をホームページや新聞広告などの

メディアを活用する。幹事の役割を解く。幹事は総会へ同期生を代表して出席すること

とした。

２.諸規定集案の検討：　個人情報保護に関する細則他６件

３.看護大学20周年記念事業への協力と寄付について：企画委員１名と寄付の依頼あり

４.同窓会10周年記念事業計画について

５.2017 ～ 2018年度役員・理事・事務局改選　　会長 吉川千恵子 氏再選　外選出

2018（H30）年

7月14日

総会：主な報告事項、審議事項

１.看護大学20周年記念事業への協力

２.ホームページの充実

３.諸規定集の作成・配布（総会にて）

①同窓会会則及び組織図　②個人情報保護に関する細則　③情報管理規程　

④会計規定　⑤書類の保存期間と引き継ぎに関する事　⑥賛助会員募集に関する事附則慶

弔規程

４.同窓会10周年記念事業計画について

　期日：（2019年８月25日）　場所：ホテル会議室（駐車場の確保が容易）

　事業：記念式典、記念講演、祝賀会の開催

2019（H31）年

8月25日

統合10周年記念総会：主な審議事項

１．2019 ～ 2020年度役員・理事・事務局改選　　会長 安里明友美 氏　外選出

　　記念式典・記念講演・祝賀会の開催

２．感謝状贈呈９人（統合に尽力した役員、８年以上役員・理事貢献者）

３．来賓祝辞　学長 嘉手苅英子　元学長 野口美和子、前田和子

　　県看護協会長 仲座明美、沖縄県立沖縄看護学校閉校時校長　

　　浦添看護学校閉校時校長

４．記念講演　講師　柳　卓 氏　演題「一病息災～与えられた命の生かし方」

５．祝賀会　祝辞　沖縄県看護協会長　仲座明美

　　乾杯のあいさつ　初代会長 高良弘子

　　余　興　かぎやで風　会員 福盛久子、比嘉文子、親川豊子、前上里勝子
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５．主な事業・活動

１）在学生への支援

（１）就職情報交換会、就職セミナー「就職先の決め方」2015 年まで

目的：卒業生などより就職先の状況、選定する際のポイント等の情報を得ることで就職に対す

る意欲を高め、今後の就職・進路を決めるきっかけづくりの機会とする。

活動：各職種（看護師、保健師、助産師、養護教諭、大学院生等）の卒業生が、就職先の状

況、就職先決定までの経過と決定した理由（ポイント）について体験報告を行い、学生

と質疑などを行う。主催は大学の 3 年次部会であったり 4 年次部会であったり。同窓

会は協力または共催で 2015 年まで行ってきた。しかし、2016 年から大学主催で就職

説明会と就職相談会が実施されて、病院、保健所、行政、福祉施設等から参加するよう

になったので同窓会の参加を終了した。その後は事務局が随時学生の個別相談に応ずる

ようになった。

（２）学習活動への支援（表２）、2011 年より現在まで

目的：在学生が学内外における学び深い充実した学生生活が送れるよう、学生の諸活動の支援

を行う。

活動：学生側の申請を受けて、活動のための助成を予算の範囲で行ってきた。毎年募集要項を

大学の学生委員会へ提示するとともに、学内掲示版に掲示して募集をおこなってきた。

　　　活動の成果は総会で報告し総会要綱に掲載している。テーマは以下のとおりである。

年 テ　ー　マ 場所と参加者

2011 １ 国際ケアリング学会・学生交流会へ参加・発表

２ 九州学生との自主交流会

・広島赤十字看護大学　

・福岡国際医療福祉大学

2012 １ 学生と教員の交流推進事業 ― 渡嘉敷研修 ―

２ 「食育講演・学習会」開催

２ 第３回九州地区看護大学生フェスティバル参加・交流

・渡嘉敷島（１泊２日）   124名

・学内：県外講師招聘　   74名

・福岡県（２泊３日）　     ３名

2013 １ 第32回日本思春期学会・学術集会

２ 宮古島トライアスロン救急看護体制を学ぶ

・和歌山県（２泊３日）     ２名

・宮古島（１泊２日）       14名

2014 大学間連携共同教育推進事業

― 島嶼保健看護研修 ―

・宮古島２名、石垣島３名

・座間味島２名（各１泊２日）

2015 １ 第34回日本思春期学会・学術集会

２ 第２回沖縄学生サミット 2015

３ 大学間連携共同教育推進事業 ― 島嶼保健看護研修 ―

４ ― 国際医療協力研修 ―

１ 滋賀県（２泊３日）     ４名

２ 県万国津梁館（１日）   11名

３ 宮古池間島（１泊２日）２名

４ 東京国立国際医療センター

　　　　　　　（１泊２日）１名

2016 熊本復興支援ボランティア活動へ参加 ― 事務局長同伴 熊本県（３泊４日）        ９名

2017 なし

2018 １ 第37回日本思春期学会・学術集会

２ 途上国に於ける保健活動の現状と看護職者の実践から学ぶ

１ 東京一橋大学（２泊３日）　　

　　　　　　　　　　 　６名

２ タイ／ミャンマー

　　　　　  　（３泊４日）７名

表 2　学習活動支援の推移
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（３）国家試験激励会　2009 年～現在まで

目的：国家試験受験勉強している４年生及び卒業生を激励する

活動：学内で国家試験受験勉強中の４年生（卒業生を含む）全員へ応援グッズ（メッセージ付

き鉛筆・お菓子）を準備して、学務課職員が受験票配布時に同窓会役員及び理事代表が

参加して激励し応援メーセージを伝えている。掲示版に同窓生からの応援メッセージも

掲示している。学生は緊張感のなか感謝の言葉が多い。

（４）卒業前交流会　2009 年～現在まで

目的：卒業を祝し、卒業後、卒業生同士のサポート体制をつくるきっかけとする。また同窓会

員として活動の内容を認知してもらう機会としている。

活動：卒業式の前日に 4 年生と就職予定先の同窓生、教員、同窓会役員が一同に会し、大学食

堂エンジェルで昼食（特別メニュー）しながら卒業を祝し交流する場である。また、就

職施設ごとにテーブルを囲み就職先の先輩も交えて情報交換してサポート体制をつくる

きっかけとなる場である。そして 4 年生は卒業前に同窓会の幹事を決定して卒業後の繫

がりを紹介する場でもある。同窓会は、卒業を祝して記念品（印鑑ケース）を贈呈し、

同窓会の活動を紹介する場として大事にしている事業である。　　　　　　　　　　　

なお、2018 年度より別科助産専攻学生、大学院生も参加し先輩として進学や就職した

動機や学びの体験等情報を提供しており、卒業・修了予定者が一同に会する場となって

いる。（主催：同窓会、4 年次担当教員）

（５）グッズ作成（学生と同窓会との相互関係性の確立）2014 年～現在

目的：学生のニーズに合わせグッズを作成する。

活動：2014 年度より、学生の要望を受けて演習や実習に必要な４色ボールペン（同窓会ネー

ム入り）の販売を開始した。2015 年度には学外実習等で着用できるポロシャツやバッ

グ（教科書や実習用具入れ）の希望があり、役員会では同窓会のロゴマークを学生から

募集してロゴマーク入りのポロシャツやバックを作成して販売したところ、ユニホーム

感覚で気軽に着用できる事から学生や教員、実習施設から好評を得た。学生に負担にな

らない金額で販売し現在に至っている。さらに 2016 年にはシューズ袋を追加した。し

かし、役員による販売ルートが入学式や大学祭などに限られていて、学生から必要な時

に買えるルートを考慮してほしいと要望があり、2017 年度より大学食堂エンジェルと

契約して食堂売店で常時販売できるルートを確立した。学生の利便性を考慮した対応に

学生から歓迎されて利用されている。学内には学生や大学のニーズにタイムリー応えら

れる役員や理事が数名おり、先輩・後輩的な存在として親しまれる一方、学生や大学側

とのパイプ役を果たしている。

２）同窓会員の資質向上

（１）講演会・学会への協力参加等

目的：講演会の企画・開催、看護大学で開催される講演会等の案内

活動：講演会の企画・開催・協力には４つの方法がある。1 つは総会における講演会の企画、

2 つ目は大学の記念行事として企画される講演会への協力、3 つ目は関係機関・団体と

の共催、4 つ目は看護関係学会への後援・協力である。総会における講演会は、会員

の年齢の幅とその年の社会の状況と関心ごとなどを考慮してテーマと講師を選択して

きた。これまでの講演会開催は表３のとおりである。
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（２）同窓生による活動報告会

目的：同窓生の親睦を深める機会となる場をつくる

活動：同窓生が様々な体験を持ち寄り、語りあうことによって新たな活路を見出し元気にな

る場をつくることを目指して 2017 年より検討を開始した。始まったばかりであるが、

2019 年には「私の看護年表」というテーマで経験年数に関係なく 3 名のゲストを紹介

した。同窓生が気軽に語れる居場所づくりを目指し今後発展させたい事業である。

（３）情報発信

目的：ホームページや施設訪問、新聞広告などにより、同窓会の活動の PR を行う。

年 次 主催・共催・協力による講演会、学会参加等

2009 年 １．同窓会統合総会（沖縄県立看護学校・沖縄県立看護大学同窓会）
　　　　　　　　記念講演：講師　野口美和子（沖縄県立看護大学第２代学長）
　　　　　　　　演題「県立看護大学における島嶼看護学への挑戦」
２．沖縄県看護学術振興財団と共催：講師　養老孟司（東京大学名誉教授　解剖学者）
　　　　　　　　演題「ヒトの見方・モノの見方」

2011 年 総会・特別講演：講師　前田和子（沖縄県立看護大学第３代学長）
　　　　　　　　演題「私のワークライフ・バランス」

2012 年 総会・特別講演：講師　伊良皆善子（プロジェクトzenko 代表取締役）
　　　　　　　　演題「心豊かに―童謡を通して ― 」

2013 年 同窓会統合総会・記念講演（県立看護大学同窓会と県立浦添看護学校同窓会統合記念）
　　　　　　　　講師　當山富士子（前沖縄県立看護大学教授）
　　　　　　　　演題「次代へ語り継ぐ看護の心とは ― 沖縄戦による心の傷 ― 」

2014 年 総会・特別講演：講師　栗山登至（医療法人嬉野が丘サマリヤ病院　教育部長）
　　　　　　　　演題「人生の最後に寄り添う ― その人らしく生きるために ― 」

2015 年 総会・特別講演：講師　大久保千賀子（北中城若松病院認知症研修室課長）
　　　　　　　　演題「地域でつながろう―　認知症支援の輪―」

2016 年 １．総会・特別講演：講師　嘉手苅英子（沖縄県立看護大学学長）
　　　　　　　　　　演題「県立看護大学の歩み ― 開学から現在そしてこれから ― 」
２．「第１回世界のウチナーンチュナースデイ」共催　場所：県立看護大学講堂
　講演１　講師：下地ヒロ子（カリフォルニア在住　保健師）
　　　　　演題「沖縄独特の文化に見る健康長寿の秘訣 ― 受け継ぎ育てよう　ちむぐくる」
　講演２  講師：玉城英彦（北海道大学国際連携機構特任教授）
　　　　　演題「世界で働く ― 他人の中に埋没しない私」

2017 年 １．総会・特別講演：講師　久高　学（マンマ家クリニック　大家）
　　　　　　　　　　演題　「笑いと健康と仕事」
２．日本看護教育学会への参加・協力：学会長 嘉手苅英子（沖縄県立看護大学学長）
　　　　　　　　　　開催地：宜野湾市

2018 年 １．総会・特別講演：講師　手留照（砂川正美）（元高校野球監督）
　　　　　　　　　　演題　「夢を叶える　黄金の五ヵ条」
２．県立看護大学開学20周年記念講演会
　　　講師　安次嶺馨（元県立南部医療センター・子ども医療センター院長）
　　　演題「童どう宝―赤ちゃんから始める生活習慣病予防、沖縄の健康長寿社会復活」

2019 年 １．同窓会統合10周年記念講演会：講師　柳　卓（元琉球放送アナウンス室局長）
　　　　　　　　　　　　　　　　演題　「一病息災～与えられた命の生かし方～」
２．日本ルーラルナーシング学会へ参加・協力：開催地：宮古島市
　　　学会長 大湾明美（沖縄県立看護大学教授） 
３．日本乳幼児精神保健学会へ参加・協力：開催地：那覇市
　　　学会長 新城政紀（沖縄県立看護大学教授） 

表 3　講演会等の年次推移



28 29

活動：毎年総会を起点として、ホームページの更新を行い、会員へ情報提供を行っている。

2016 年 SNS アカウント取得し活動発信や連絡調整がタイムリーに行えるようになっ

た。また、年 1 回の定期総会にはホームページによる会員への案内、約 280 名の幹事

に総会案内を文書で行うとともに、同窓会員が勤務する病院看護部や保健所等に文書及

びポスターを送付して参加協力を呼び掛けている。2018 年より新聞広告掲載を行い総

会案内している。

（４）宮古・八重山地区会員との交流　2015 年より現在まで

目的：離島地区の会員との交流を深める。

内容：これまで文書による総会案内やホームページによる活動報告をしてきたが、離島の保健

医療機関で活躍している同窓会員との交流を深めるために、2015 年古謝会長と中村副

会長が訪問し同窓会活動を報告した。宮古地区 16 名、八重山地区 12 名参加して交流

した。支部結成の話題も出たが、当分の間は総会に各地区から代表 1 名参加して同窓会

活動を共有する事とした。

３）看護大学行事等への参加・協力　2009 年～現在まで

（１）入学式・卒業式および 20 周年記念事業への出席と盛花の寄贈

同窓会を代表して会長が来賓として出席している。また、2018 年 9 月 15 日開催された看護

大学開学 20 周年記念事業には企画委員として参画し物心両面から協力してきた。大学の発

展に向けて参加協力する事は同窓会の目的の 1 つである。

（２）看大祭への参加

毎年開催される看大祭は、学生（実行委員会）が主体となり運営している。作成するパンフ

レットに同窓会も広告を出して参加している。役員 11 名・理事 20 名参加し、学生、教職員、

父母、同窓生、一般参加者と交流する場になっている。同窓会活動の紹介を行うと共に、グッ

ズ（ポロシャツ、バッグ、靴入れ袋）の販売、お祭り気分も手伝って学生の出店に影響しな

いよう配慮しながら授産施設と連携し出店（菓子パン）を出している。学生たちの展示コーナー

や演舞、パフォーマンス、出店を巡回しふれあうのも楽しみの 1 つである。

６．関係団体および関係機関との協働連携

１）「第６回世界のウチナーンチュ大会」関連事業共催

　―「第１回世界のウチナーンチュナースデイ」―

　2016 年、共催団体として沖縄県立看護大学同窓会も参画、実行委員会が組織され同窓会から

吉川会長と久場理事が委員となり協働企画・実施した。同窓会名簿から見た海外で働く看護職者

は 62 名でコザ看護学校等卒業後に海外へ渡り、看護系大学や大学院で資格を得た方々であった。

当時の看護教諭（古謝フミ子）や非常勤講師（元琉大比嘉良充）と文通し、沖縄帰省時は両氏と

交流している。現在、米国、イギリス、ブラジル、イタリア等県人会組織の中で看護部会を組織

して相互に連携し、看護師、保健師、助産師として病院や福祉施設、地域で活躍していることが

把握できた。
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大会の概要

①開催の趣旨：世界で活躍するウチナーンチュ・ナースと県内看護職者、看護学生、保健医療看

　　　　　　　護に関心のある方との交流、人材ネットワークの構築を図る。

②開催日：2016 年 10 月 29 日（土）10：00 ～ 16：30

③場　所：沖縄県立看護大学

④主　催：世界のウチナーンチュ・ナースディ実行委員会

⑤共　催：沖縄県立看護大学、沖縄県立看護大学同窓会、沖縄県看護協会

　　　　　沖縄県看護学術振興財団の４団体

⑥参加者 278 名で所属施設は、沖縄県、看護系大学 4 校、看護学校 5 校、病院、クリニック、

　リハビリテーションセンター、保健所、同窓会、看護協会等であった。

⑦実行委員会は、2016 年 1 月 27 日から始まり 12 月までに 13 回開催され成功裡に終了した。

今後は 5 年ごとに開催される県主催「世界のウチナーンチュ大会」の関連事業として継続される

予定である。

時　間 プ ロ グ ラ ム

10：00 ～ 10：15 オープニング・セレモニー

10：15 ～ 11：15 講演１「沖縄の文化にみる健康長寿の秘訣」
　　　　― 受け継ぎ育てよう　ちむぐくる ―
　　　　カルフォルニア州在住　保健師　下地のり子

11：15 ～ 11：20 休　憩

11：25 ～ 12：25 講演２　演題「世界で働く ― 他人の中に埋没しない私 ― 」
　　　　講師：北海道大学国際連携機構特任教授　玉城英彦
　　　　元ＷＨＯジュネーブ本部勤務（世界エイズ戦略担当）

12：40 ～ 14：00 食事・交流会（大学食堂エンジェルにて）
　食事　バイキング形式の沖縄の家庭料理
　余興　沖縄県立芸術大学大学院生による伝統舞踊を楽しみ、締めくくりは　　
　　参加者全員によるカシャーシーで一体感を深め再会を誓った。

14：10 ～ 16：00 ゆんたくテーブル（ゲストスピーカー、ファシリテーター省略）
テーブル　１．産科病棟における看護師・助産師の働き
　　　　　２．アメリカと日本の病院システム ― 看護師の役割の違い ―
　　　　　３．地域病院の勤務からみたがん看護
　　　　　４．アメリカにおける生活と医療事情
　　　　　５．ボリビアにおけるプライマリーヘルスケア体制づくり

16：10 ～ 16：30 閉会～ウチナーンチュナースデイ大会宣言

表 4　プログラム
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２）全国看護関係学会・県内開催への支援

　全国看護系大学の増加（2020 年 4 月現在看護学部 293 校）と共に看護学会の数も増加してお

り、全国看護系学会が県内でも開催されるようになった。看護職者にとって学会参加が容易にな

り新たな看護の知見を得る機会になるとともに看護研究・実践に大きな刺激になりつつある。本

県で開催される場合、学会長は本県の人材が登用され、これまでにも看護系大学の教授が学会長

を担う機会があった。2009 年以降の学会開催について、県立看護大学の教員が学会長となり県

内で開催される場合は同窓会として協力支援することとした。文書で学会案内及び協力依頼を受
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けた場合は同窓会員へホームページで案内するとともに、広告料又は寄付を行い支援している。

これまで① 2017 年に日本看護教育学会学（会長嘉手苅英子氏）、② 2019 年に日本ルーラルナー

シング学会（会長大湾明美氏）、③同年日本乳幼児精神保健学会（学会長新城政紀氏）が開催さ

れた。

７．看護大学と同窓会との連携

　本同窓会は、大学の入学式、卒業式、看大祭、記念事業などへ支援するほか、同窓会の事業につ

いて協力を得ている。また同窓会顧問として看護大学学生部長（教授）に依頼し大学や学生との調

整・相談・助言を直接的、間接的に受けている。①在学生への支援事業では、教職員で構成されて

いる学生委員会との調整、②大学行事関係、③事務所や記念碑建立場所など総務課との調整など身

近な存在である。また、役員や同窓生が気軽に顧問の研究室や総務課を始め、大学関係者を訪ねて

情報交換できることに感謝しつつ、今後も関係性を維持していきたいと考えている。

今後に向けて

　看護教育の歴史的背景をもつ 3 つの同窓会（県立看護学校同窓会・県立看護大学同窓会、県立

浦添看護学校同窓会）が統合し、1 つの同窓会として組織化されて役員・理事を中心に運営され、

総会という決議機関を経て各種事業が実施されてきた。この 10 年間は同窓会組織の試行期間であ

り、基盤づくりをしてきた 10 年間であったといえる。

　同窓会統合 10 年を基盤に同窓会の歴史を刻み、会員の絆を深め、同窓会と県立看護大学の発展

に寄与すると共に沖縄の看護の発展に貢献していくことを祈念するものである。

表 5　同窓会統合後にご支援いただいた看護大学関係者

年 度 学　長 学部長 学生部長 附属図書館長 事務局長

2007（H19） 野　口　美和子 前 田 和 子 嘉手苅　英　子 金 城 芳 秀 有 銘 政 勇

2008（H20） 野　口　美和子 前 田 和 子 嘉手苅　英　子 金 城 芳 秀 有 銘 政 勇

2009（H21） 野　口　美和子 前 田 和 子 金 城 芳 秀 嘉手苅　英　子 有 銘 政 勇

2010（H22） 野　口　美和子 前 田 和 子 金 城 芳 秀 嘉手苅　英　子 大 嶺 良 則

2011（H23） 前 田 和 子 嘉手苅　英　子 金 城 芳 秀 大 湾 明 美 大 嶺 良 則

2012（H24） 前 田 和 子 嘉手苅　英　子 金 城 芳 秀 大 湾 明 美 大 嶺 良 則

2013（H25） 前 田 和 子 嘉手苅　英　子 大 湾 明 美 神　里　みどり 新 城　　 清

2014（H26） 前 田 和 子 嘉手苅　英　子 大 湾 明 美 神　里　みどり 新 城　　 清

2015（H27） 嘉手苅　英　子 大 湾 明 美 金 城 芳 秀 神　里　みどり 金 城　　 健

2016（H28） 嘉手苅　英　子 大 湾 明 美 金 城 芳 秀 神　里　みどり 金 城　　 健

2017（H29） 嘉手苅　英　子 大 湾 明 美 神　里　みどり 佐 伯 宣 久 金 城　　 健

2018（H30） 嘉手苅　英　子 大 湾 明 美 神　里　みどり 佐 伯 宣 久 曽 根　　 淳

2019（H31） 嘉手苅　英　子 川　崎　道　子 佐 伯 宣 久 金 城 芳 秀 曽 根　　 淳
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庭園を彩る県立看護学校の足跡

「杏苑清泉」　

　　碑 文：船　越　義　彰

　　揮 毫：茅　原　南　龍

　　意 匠：崎　濱　秀　昌

「飛翔」　

　　碑文　揮毫

　　沖縄県知事  大　田　昌　秀

碑文の解説

　看護は、保健・医療・福祉（杏
きょう

）の

中で人々の心身を癒す業である

　この地（苑
えん

）は、清らかな看護の心

（清
せい

）をもつ多くの看護職者が巣立っ

た所である（泉
せん

）

　卒業生が世界に翔き、活躍すること

を願いこの碑を建立する

2002（平成 14 年）3 月 31 日 建立

　「飛翔」とは、「卒業生が社会に大

きく羽ばたき、勇気をもって飛び出

して欲しい」という願いが込められ

ている。

　記念碑は、沖縄看護学校の開校を記

念して、庭園と飛翔の碑は、第 1 期から

第 3 期の卒業生から学校へ寄贈された。

1994 年（平成 6 年）10 月 建立

記念碑は、沖縄県立沖縄看護学校閉校を記念して卒業生第 8 期 ～11 期生並びに同窓生が建立した。

沖縄県立看護大学同窓会の管理下にある。
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３．同窓会統合 10 周年記念総会（2019 年８月）

１．県立沖縄看護学校・県立看護大学同窓会統合総会（2009 年７月）

同窓会統合記念総会開催。名称は「沖縄県立看護大学同窓会」と決定。初代会長高良弘子氏のあいさつを受ける会員の皆様、

統合までの経過報告と同窓会会則および事業計画等が審議された。

沖縄県立浦添看護学校は沖縄県立看護大学同窓会に統合し、名称は「沖縄県立看護大学同窓会」となった。

2015（平成 27）年  県立看護学校記念碑へ浦添看護学校を追加刻銘、追加刻銘式で祝辞を述べる嘉手苅英子学長と記念碑

を囲んで安堵する同窓生達。

同窓会統合 10 周年記念総会を開催。10 年間の

同窓会活動を報告すると共に記念式典、記念講演

会、記念誌発行を紹介した。会場から活発な質問

があった。

２．県立浦添看護学校同窓会統合（2013 年７月）

高良会長ごあいさつ
統合で感無量の会員の皆様

同窓会活動
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４．同窓会統合 10 周年記念式典

６．看大祭への参加・同窓会紹介（ロゴマーク）・グッズ販売

５．同窓会統合 10 周年記念祝賀会

東京から出席されて記念式典で祝辞を述べる野口美和子名誉教授（第二代看護大学学長）と出席者

東京から出席されて祝賀会で祝辞を述べる前田和子名誉教授（第三代看護大学学長）、同窓生による琉舞「かぎやでふう」

沖縄県立看護大学同窓会

毎年開催される看大祭で同窓会活動を紹介。ポロシャツ、トートバッグ、菓子パンなど販売、同窓生在学生の交流の場になっ

ている .

同窓会ひろば
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７．在学生学習活動への支援

８．国家試験激励

９．卒前交流会

総会で学習成果を発表する学生 総会でポスターセッションをした学生達

国家試験全員合格を祈願してメッセージとお菓子で激励

卒業式前日に４年次学生と同窓生（病院、保健所、訪問看護ステーションなどから参加）が交流する場をもっている。

昼食会（食堂エンジェルにて）で同窓会活動を紹介する金城里奈事務局長。
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世界のウチナーンチュ大会関連事業としてプログラムの中で昼食・交流会を開催。海外で活躍する同窓生と交流会。

舞踊は沖縄県立芸術大学学生による。

11．世界のウチナーンチュ・ナースデイ　2016（平成 28 年）10 月 29 日

10．通常総会における特別講演

毎年、総会終了後に特別講演を開催。県内で活躍する「時の人」講師を招へいしている。



役員が綴る同窓会活動
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　この度は、同窓会 10 周年記念式典及び総会の開催おめでとうございます。同窓会も年々事業も拡

大充実し皆さんの力強い活躍を嬉しく、また感動しています。

　同窓会統合当時の活動は、事務所や必要な備品も無く全ては大学のお世話になっていた状態でした。

当同窓会が最初に取り組んだのは未加入者が多かった卒業生に当同窓会への加入促進でした。しかし

卒業時は出費が多く会費の納入は時期的に不都合ということがわかり、新入生の父母に文書でご理解

を頂き入学時に同窓会費の一部（１万円）を収めてもらい、在学生を賛助会員へと改めたことでした。

　さて、皆様ご存じのように、当会の主な活動は在校生への支援及び大学行事への参加です。在校生

への支援等はこれ迄看護大学（以下看大という）同窓会が実施してきたことを引き続き行っています。

また 2009 年度には卒業祝いとしてキーホルダー型印鑑、2010 年度はナース手帳を入会記念として

当会よりプレゼントしました。行事参加としては、在校生へ同窓会を PR する目的で役員・理事が看

大祭の 2 日間を大いに頑張って同窓会歴史の展示や出店等も行ってきました。当会の組織としては

役員・理事 28 人の選出を両同窓会のほぼ半々になるように考慮したこと。事務局長、会計、書記の

重要な役割を看大の同窓生が積極的に受け持ち行事の計画実施等手際よく、また、会議の記録もきち

んと纏められ彼女らによって素晴らしい働きがなされました。ただ若い人たちには経験の少ないであ

ろう組織運営のルールを学ぶことも必要であると私は感じました。

　旧看護学校卒の役員理事はそれぞれの領域の代表者で構成され、長い間医療現場に於いて実践を積

んだ経験豊富なトップリーダーたちでありました。例え職種や設置主体等による意見の相違があって

もそれは経験からくる広い視野に経った貴重な意見と捉え、若い人たちが大学で培った新しい叡智と

協力し合ってユニークな組織になれると私は信じました。あれから 10 年経った今も気になることが

あります。それは「県立看護大学同窓会」の名称が両方の会員に誤解を与えていないだろうかという

思いであります。両者が等しく自分たちの同窓会と思える名称はないものか？

　沖縄県の看護教育は来年 75 年を迎える、3/4 世紀の長い歴史があります。その歴史を支えた県立

看護学校が閉校した今、これから沖縄県の看護職者の教育を引き受けて行くのが県立看護大学および

同窓会であります。卒業後も新旧の同窓生の心の故郷となり支えとなる同窓会に育って欲しいと望ん

でいます。統合に当たっては特に野口美和子第 2 代学長、前田和子第 3 代学長、嘉手苅英子現学長

の高いご見識により統合同窓会が誕生し、そして育てて頂きました。そのご厚情が有難く深く感謝申

しあげたい思いでいます。

　なお、会員相互の理解を深めることを目的に、統合記念として同窓会より「看護教育 63 年の歩み」

を出版しています。この記念誌は読むたびに感動が伝わり、当時の社会情勢や看護教育の歴史を知る

ことができます。ご一読ください。

皆様の暖かいご支援・ご協力・ご交誼を頂き不詳私に会長役を務めさせて頂きましたことに対し厚く

お礼を申し上げます。

統合当時の同窓会活動

　初代会長　高良　弘子
（2009 年度～ 2010 年度）
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　私は、二代目の会長に就任すると、さっそく県立浦添看護学校の閉校に伴い、浦添看護学校同窓会

から統合の申し入れがありました。役員会・理事会で時間をかけて検討した結果、統合する事で総会

に提案しました。会場から多くの、質問、意見が出ましたが、統合することに賛成多数で承認されま

した。また、浦添看護学校同窓会の統合には、元看護大学学長前田和子氏のご尽力があったことを忘

れてはなりません。2013 年度の総会は記念すべき総会で、ホテル日航グランドキャッスルで開催し

ました。浦添看護学校同窓会長として活動してきた菊地君子さんはあいさつで「昭和 52 年に開校さ

れた県立浦添看護学校は、働きながら学ぶことができ、准看護師に看護師への道を開く機会を与えて

くれました。開校以来 35 年間で 2,877 人の卒業生を社会に送り出しました。卒業生は皆誇りをもち

保健・医療・福祉の分野で活躍していると信じています。沖縄県の看護師不足に貢献でき、看護師国

家試験には毎年全員合格できたことは教職員の指導のおかげでした。」と述べて会場から大きな拍手

を得ていました。県立浦添看護学校同窓会の統合を祝福した瞬間でありました。

　同窓会の会員数も増加して、11,644 人（沖縄県立看護学校卒業生 7,832 人、沖縄県立浦添看護学

校卒業生 2,877 人、沖縄県立看護大学卒業生は 935 人）となりました。

　同窓会の運営を円滑に進めるために、役員や理事の構成メンバーは、それぞれの卒業生から平等に

選出しました。同窓会の新事務所を図書館近くの一室を提供して下さいました。理事会の時は、1 階

の会議室を借用致しました。看大祭には、同窓会コーナーが設置されて同窓会の PR とバザーを開催

し、参加者から好評を得ることができました。また、コーナーは看護大学関係者や同窓会員の交流を

深める場となりました。

　私が任期中に努力したことは、総会への出席者が少ないため、①看護協会や看護連盟の総会にポス

ターの掲示や参加者へのチラ紙配布、②会員が勤務している看護部長宛てに案内状やポスターを郵送、

③各幹事宛に協力文書の郵送、④新聞にも掲載しましたがまだ少ないのが現状です。

　2014 年、県立宮古病院や県立八重山病院を会長、副会長、会計の 3 名で訪問し県立看護大学同窓

会の組織のことや活動状況について説明し、年 1 回の総会に代表が出席できるように予算化しました。

　年令や経験の異なる同窓会は、相互の努力が必要な場面もありますが、人材の豊富な組織ではない

か実感しています。組織の基盤づくりに役員・理事と一丸なれたこと嬉しくおもいます。同窓会の益々

の発展を祈念いたします。

組織の基盤作りと浦添看護学校同窓会の統合

　二代目会長　古謝　フミ子
（2011 年度～ 2014 年度）
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　沖縄県立看護大学の同窓会は、県立看護学校同窓会、県立浦添看護学校、県立看護大学同窓会が統

合して 10 年経過しました。統合にご理解とご尽力いただきました歴代学長野口美和子、前田和子、

嘉手苅英子の各氏、そして同窓会顧問としてご支援いただきました歴代学生部長金城芳秀、大湾明美、

神里みどり、佐伯宣久の各氏、さらに同窓会活動の拠点として場所の提供や行政手続きなどにご助言

をいただきました事務局長、総務課長、大学関係者の皆様に感謝申し上げます。その間、同窓会組織

の基盤づくりにご尽力された初代会長高良弘子氏および役員・理事の皆様、二代目会長古謝フミ子氏

及び役員・理事の皆様に深く感謝申し上げます。私は、看護大学開学当時教員として勤務し退職後は

卒業生と経験豊かな同窓生と共に同窓会活動ができたことを嬉しく思います。

１．組織の強化

　さて、三代目会長のバトンを受けた私は、前会長古謝フミ子氏よりの引き継ぎ事項を勘案しなが

ら、役員会で課題を協議した結果、①同窓会のロゴマーク作成、②在学生の声に傾注しニーズを把

握、③会則に基づいた諸規定（案）作成、④看護大学の校庭に建立されている県立看護学校記念碑

に県立浦添看護学校の追加刻銘、⑤宮古・八重山の同窓会員への対応策などが明らかになり、それ

らを解決すべく活動が開始されました。役員会を重ねて行くうちに担当者も決まり、3 つの同窓会

の統合は、経験豊かな人材と大学で培った新しい英知を持つ人材がうまく融合した同窓会組織であ

ることを実感しました。

　担当が決まると実行は早い。県立看護学校記念碑への追加刻銘作業を担当した宮里副会長（オリ

ブ山病院勤務）は、日程表と予算案を作成して作業に取り掛かり、追加刻銘を終了させました。記

念碑にすべての県立看護学校名が刻銘された瞬間であった。浦添看護学校の卒業生を中心に「学食

エンジェル」で昼食をたべながら祝杯？をあげました。

　同窓会のロゴマーク作成を担当した事務局長金城里奈（学内勤務）さんは、在学生から図案を募

集し何点かの応募がありました。役員会・理事会で検討し、総会で決定後、大学内の同窓会掲示板

に掲示し採用された図案と学生を表彰しました。同窓会のロゴマークが誕生しました。

　次に学生の声を集約してきた事務局長金城里奈、事務局長補佐山城英恵、会計荻堂亜利沙（学内

勤務者）さんらは、現在販売している４色ボールペンより、学内演習や実習に必要なポロシャツ、

通学用バック、くつ袋に学生のニーズがあることを提案しました。役員会でニーズに対応する事を

協議しで販売価格を決めて同窓会ロゴマーク入りの３点を販売する事を理事会に提案し了承されま

した。販売してみると学生や教員に好評でした。しかし、販売ルートは役員が入学式や大学祭で行っ

ていたが、それでは必要時購入できないとクレームがあり、常時購入可能な方法を求められた。そ

こで学生食堂「エンジェル」に販売を依頼した結果、「学生のためなら協力したい」と棚原店長の

快諾で、常時販売する事ができた。同窓会ロゴマーク入りのポロシャツは、学生や教員の着用によっ

て学内・学外で同窓会の宣伝にもなっています。

　次に、会則を運用するのに必要な諸規定（案）を担当した副会長の中村洋子（病院勤務）さん、

宮里美沙子（宜野座村役場勤務）さんらを中心に、同窓会会則の確認と組織図、個人情報保護に関

組織の強化と関係団体との協働連携

　三代目会長　吉川　千恵子
（2015 年度～ 2018 年度）
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する細則、情報管理規程、会計規定、書類の保存期間と引継ぎに関すること、賛助会員募集に関す

ること、慶弔規程（案）を作成。数回にわたって役員会・理事会で検討した結果、「沖縄県立看護

大学同窓会規程集」を作成し、総会で決議されました。

　また、前会長の懸案事項であった宮古・八重山の同窓会会員への対応を担当した会計の玉城三千

代（県立南部医療センター勤務）さんを中心に役員会・理事会で検討した結果、総会に宮古、八重

山から各 1 人出席（旅費同窓会実費負担）して同窓会の活動状況を会員へ伝達するしくみをつく

りました。

２．役員・理事一丸となった活動の継続

　同窓会活動は、初年度から事業ごとに役員・理事の組み合わせで担当を決めて活動しています。

大学の担当教員と調整または協働実施する事も多い。国家試験激励会や卒業前交流会には担任や担

当教員と連携し、学習活動への支援では、県内・県外研修など学生が参加できる学会へ援助を行っ

ています。大学祭では、大学祭実行委員と連携してパンフレットに広告を掲載し、同窓会コーナー

では、同窓会組織を PR する場所として、また、在学生や教員・同窓会員の交流場所として毎年に

ぎわっています。

　さらに、大学行事への活動では、入学式、卒業式、20 周年記念事業へと参加・支援体制をとっ

てきました。

３．関係機関・関係団体との協働連携

　2016 年 10 月、「第６回世界のウチナ―ンチュ大会 ～第 1 回世界のウチナーンチュナースデイ～」

が開催されたが、同窓会は共催団体として参画し、実行委員として会長と久場常子理事が参加した。

海外で活躍している同窓会員は 62 名おり、うち 12 名の参加があった。米国、イギリス、ブラジル、

イタリアなど県人会組織の中で看護部会を組織し相互に連携し、看護師、保健師、助産師として活

躍している。現地の大学入学から免許取得、さらに現在の活躍など貴重な体験を聞くことができた。

また、開学当時から看護大学と交流のあるハワイ大学の参加もあった。再会を記し、大会宣言を発

する事ができ成功裡に終えることができました。

　また、看護大学系の増加と共に、学会活動が活発になり、看護大学の教員が学会長を担って県内

で学会を開催する機会が増えてきました。同窓会も支援する事を決定しており、支援の方法は広告

や寄付などであります。

４．同窓会統合 10 周年総会・記念式典を開催

　2019 年 8 月、同窓会統合 10 周年記念総会・記念式典・記念講演会を開催。準備委員長に副会

長宮里毅さんを中心にプログラム（案）を作成し、プログラムに沿って担当を決め準備を進めた。

当日は、看護大学元学長野口美和子先生、前看護大学学長前田和子先生をはじめ、多くの方々のご

出席のもとに式典を開催し 10 年間を振り返る貴重な時間でした。記念講演は、元琉球放送アナウ

ンス室局長柳卓氏の自らの体験をもとにした「一病息災～与えられた命の生かし方～」であり多く

の示唆を得ることができました。

　

　今後に向けて同窓会統合 10 周年は、次への出発点であります。同窓会員の構成も大学卒業生が増

加し、看護活動の場も多様化しており、同窓会は新たな対応を求められつつあります。幸いに、後任

会長に看護大学卒業生安里明友美さんが就任したことは心強い限りです。さらなる同窓会の発展を祈

念いたします。
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　私たち沖縄県民が待ちに待った沖縄県立看護大学が開学したのは 1999（平成 11）年でした。早い

ものでもう 20 年も経ちました。大学学舎が与儀、緑の森にひと際美しくそびえ立つ姿は、今や私た

ち看護職の希望と誇りのシンボルとなりました。大学で、若き精鋭たちが日々研鑽し学士、修士、博

士として巣立っていくのだと思うと胸が踊ります。その、学舎の傍で我々同窓会も後進の為に組織と

して事業を展開し、大学や在学生を支援できることに誇りを感じております。

　2002（平成 14）年、時代の要請により沖縄県立看護学校は 63 年の役割を果たし閉校致しました。

その後、沖縄県立看護学校の同窓会は、母校の校舎亡き後、同窓会を存続するか否か話し合いがもた

れました。結果「規模を縮小してでも存続したい」と言う声が多く、高良弘子会長に重い荷物を預け

たままにしていました。その内、機が熟したとでも言いましょうか、2007（平成 19）年、私たち県

立看護学校同窓会の高良弘子会長は、意を決し着任早々の県立看護大学野口美和子学長を尋ね「看護

学校同窓会は看護大学同窓会との統合を希望しています」とお伝えすると「当然です、協力致します

よ」と即決即断で快諾して下さいました。短い時間でしたが学長が沖縄の歴史、ことのほか沖縄の看

護教育についてよく知っておられた事も幸いし、素晴らしい結果となりました。こうして 2008（平

成 20）年７月沖縄県立看護大学同窓会は、すこぶる順調にスタートしました。

　初代看護大学同窓会会長は、当時看護学校同窓会会長の経験のある高良弘子会長に引き受けて貰う

事になりました。看護学校同窓会と看護大学同窓会という二大組織の統合であり、その経緯を充分に

熟知している方にお願いしたほうがいいと役員の意見が一致しました。又会長も「みんなでやってみ

よう」と言って下さいました。若い看護大学卒の役員達も遠慮する事もなく、率直に意見を述べ、テ

キパキ行動し、頭はシャープ、思わずうっとりしてしまいました。私たち古狸は「手出し無用、ただ

見守る事のみ！」というスタンスで充分だと思いましたが、会長は「最初が肝心！」という事で、厳

しい檄も多々ありました。今になってみると、老いも若きもいい経験をさせて頂いたと感謝していま

す。

　2011（平成 23）年は二代目古謝フミ子会長を迎えました。その頃には皆が旧知の仲のように馴染み、

役員の顔が明るくなっていた事が印象に残っています。この時期の大仕事は県立浦添看護学校の閉校

に伴い看護大学同窓会への統合について検討されました。浦看は３年課程で昼間コース、夜間コース

と、特徴があり会員の承認を得るのに時間を要しました。しかし、生涯を教育に捧げて来られた古謝

会長の「看護師として同等」という言葉で会員の反応が変わり、2013（平成 14）年２回目の総会で

同窓会の統合が承認されました。沖縄県下の県立看護学校同窓会がすべて県立看護大学同窓会に統合

された瞬間でした。やはり「沖縄の看護はひとつ！」でした。

　統合６年目、2015（平成 27）年に三代目吉川千恵子会長を迎えました。当初から効率よい仕事を

と考えておられ、規定集、手順書、内規等を整備し同窓会運営に役立てました。一方共催活動として、

2016 年 10 月県内で開催された「世界のウチュンーチュ大会」連携イベントとして開催された

「第１回世界のウチナーンチュ・ナースディ」に共催団体として同窓会も参画しました。県主催の大

イベントに同窓会を代表して吉川千恵子会長と共に私も企画委員として、一大事業を成し遂げた達成

感は貴重な経験でした。任期の最終章にあたり吉川千恵子会長は、看護大学卒から三役候補を多く育

同窓会活動 10 年を振り返る

　久場　常子（副会長２年 ,理事８年）

　那覇看護学校  第 10 期生
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て続けてこその同窓会の統合と継続の意義があるとひと言ありました。10 年を迎えた 4 代目会長選

任に関しては統合した当時から「10 年後は是が非でも看護大学卒から同窓会長を」と約束しており

ました。この度、その念願が叶い 3 期卒の「安里明友美さん」が看護大学卒第一号の会長として誕

生致しました。「やったー！サイコ―！」と天にも昇る気持ちでした。最後に私自身の同窓会活動を

ふり返ってみると楽しく有意義な役員・理事 10 年でした。たくさんの宝物をありがとう！！

　今後とも我らが愛する同窓会の益々の発展と、皆様のご健勝を祈念致します。

同窓会統合記念講演をしていただいた野口美和子（元学長）

先生と共に喜びをわかち合ったひととき

同窓会統合当時の役員たち
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　「十年一昔」10 年も経つと昔のことと言われるが、「何かを成す」には 10 年要することを実感し

ています。

　1991（H3）年 4 月、看護大学等への移行を前提にコザ・那覇看護が統合して「沖縄県立沖縄看護学校」

が開校しました。「沖縄県立沖縄看護学校同窓会」( 以降、沖看同窓会と略 ) 」は、将来の「看護大学」

に照準を当てて活動してきたと言っても過言ではないと思います。大学の図書の資金調達ために、毎

年の看護学校祭にバザーを開きました。持ち寄せられた品物に先輩の会員は、２～３日前から値札張

りや、当日の販売などに進んで参加していました。「看護大学の為に少しでも多くのお金をつくりたい」

との先輩方の熱意に、「何故、こんなにまで一生懸命だろう」と、若かった私は首をかしげていた。

　1999（H11）年看護大学の開学は、沖縄の看護職者特に大先輩方にとって米国統治下時代か

ら「看護教育は大学教育で！」が夢だためその実現に、諸手を挙げて喜んでいました。

　その後、同窓会は多くの方々のご尽力で「沖縄県立看護大学同窓会」として統合しました。

　2009（H21）年 7 月「沖縄県立看護学校同窓会設立 ( 以降、同窓会と略 )」総会には、先輩方が多

数参加してくださった。懇親会で先輩方は、野口美和子学長を囲んで話がはずみ円卓会議？さながら

の和やかな、終始笑い声に満ち溢れていたことを今も忘れられません。

　私は、嘱託教員として看護大学に勤務、2015 年から理事として同窓会に関わりましたが、当時、

事務局長の金城里奈さんなど看護大学卒業の若い役員は、率先して学生支援を行っていました。総会

では、学生の学習や活動内容を総会で発表させ、大学に関心のある先輩方は、孫ほどに年の若い学生

の発表を微笑んで見入っている姿に、これが同窓会の真の活動だと感慨無量で若い人々の力に拍手を

送りました。

　同窓会活動に若い役員や同窓生は、斬新なアイディアを提案しています。その行動力に圧倒されな

がら、先輩・後輩の会話に微笑んだり・苦笑いしたり、楽しい同窓会活動に感謝しています。看護大

学のことについて尋ねる先輩方は多く、関心が高いことを知る機会が多々あります。

　2019 年 8 月、10 周年式典の日、統合記念総会の日の先輩方の笑顔を思い出し、「10 年たちましたよ。

大学卒業の後輩たちが頑張ってくれていますよ」と、心の中で呟きました。

　同窓会は、世代の異なる先輩と後輩が互いに繋がる場です。同じ「看護の道を志す」先輩と後輩が

〝絆”を、次の世代に繋げていきながら、それぞれの道を歩んでいます。

　2020 年、新型コロナウイルス感染拡大の中、同窓生はそれぞれの場で、感染予防・早期発見や治

療看護などに頑張っています。人々の健康と命を守るために働く看護職、社会がますます複雑化し求

めることも多岐にわたる中で、看護職の活躍の場も多種多様となっています。

　若い同窓会のみなさん、看護の知識とそれぞれの才能を発揮して、世界に羽ばたいていくことを祈っ

ています！

　沖縄県立看護大学同窓会のおよび看護大学の発展と後輩たちの活躍を祈念しています。

同窓会は先輩後輩の絆で大学・学生を支援

　石川　幸代（理事 4年）

　コザ看護学校  21 期生



46 47

　2009（H21）年 7 月、沖縄県立看護学校同窓会と看護大学同窓会が統合しましたが、同窓会統合

記念として県立看護学校が歩んできた 1946 年～ 2009 年までの「看護教育 63 年の歩み」を発刊す

る事になり、私は編集委員として参加しました。同窓会記念誌は、沖縄県の看護教育の歴史と伝統を

風化させることなく、新しく誕生した看護大学へ継承し、未来の看護教育の発展へ繋いでいくことに

大きな狙いがありました。しかし、編集委員として参加したものの当初はイメージできず「何故、私

なのか」と自問していると先輩から、「編集委員として参加することは過去の歴史を知る機会になるよ」

といわれて編集活動に関わることにしました。第 1 回会議に参加してみると、沖縄の看護の歴史を

刻んできた先輩たちで構成され、恐れを感じたことは事実ですが、先輩たちの発する一言一言の重み

を聞いているうちに、編集委員の活動を通して多く学べることに価値を感じました。

　会を重ねる毎に、今日の沖縄の看護の礎を築き質向上の為に尽力されたワニタ ワータワース氏を

始め、当時臨床看護の眞玉橋ノブ氏、公衆衛生看護の金城妙子氏と沖縄の看護の基盤整備に尽力され

た諸先輩方の活動や当時の臨床現場の状況を先輩方から直接聴くことができました。看護学校 3 年

間に 5000 時間という膨大な臨床実習があり、一年次の戴帽式の翌日から 8 時間の三交替制実習、特

に当時の 3 年生は、医療処置や看護技術の実践に置いて看護婦と遜色がなく、後輩を優しく導く頼

もしい存在であったことなど、当時の看護現場の現状や看護に対する熱い思いを聴くことができ、感

銘を受けたのを覚えています。

　県立看護大学同窓会と県立看護学校同窓会が統合して 10 年経過しましたが、その間、新たに役員

や理事を経験する中で先輩や若い後輩たちから多くのことを学ぶことができ、貴重な 10 年間であっ

たと回顧しています。

　医療を取り巻く環境は、少子高齢化、医療技術の進歩、医療機能提供体制と連携のあり方など変化

してきています。国民の医療に対する意識も安全・安心の重視とともに、量から質へと変化、価値観

も多様化してきています。

　このように環境や意識が変化する中、看護職には、質の高い看護サービスの提供者として今後ます

ます幅広い役割を担っていくことが期待されています。先輩方が築き上げた看護を継承し、今後も看

護職の資質・能力の一層の向上に務めていきたいと思います。

　看護学校と看護大学同窓会が統合して 10 周年を迎えたことに、歴史の重みを感じています。そし

て若い同窓生と共に同窓会の歴史を刻んでいることに感慨深い思いがします。

　同窓会活動から得た先輩・後輩との関わりは、私の大きな財産です。

同窓会活動が財産に

　翁長　多代子（書記２年 ,副会長２年 ,理事６年）

　コザ看護学校  35 期生
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　沖縄の看護教育は、戦後は琉球政府立看護学校、復帰後は沖縄県立看護学校として出発しました。

私達卒業生は看護大学の設置を希望し、看護協会では 1984（S59）年看護学校設置準備委員会を設

置して、県知事や県議会、関係機関等へ陳情等してきました。

1999（H11）年看護大学がやっと誕生し、長年の希望がかない大変うれしく思いました。これまで

の沖縄の看護教育が継承され、さらに発展されることに期待が持たれております。

大学が誕生した当時、同窓会も統合できると思っていたのですが、すぐにはできず残念でした。

　しかし、2009（H21）年同窓会は統合することができ夢はかなえられました。統合に向けて合同

役員会を発足して約 1 年半、毎月１回看護大学で会議をもち、会則、事業計画、予算、会計規定等

を検討してきました。やっとできた同窓会出発にあたって理事を 2 年、監査委員を 4 年する中で、

若い看護大学卒業した役員の皆様と関わってきましたが、可愛い後輩ができ、嬉しく、楽しく同窓会

活動ができたと思っています。

　統合された同窓会が発足してもう 10 年を迎えますが、同窓会活動が大学や後輩の支援にあたった

ことは多々あり、喜ばれていることと思います。今後も大学発展のための支援や後輩の支援、そして

会員の親睦を図り、多くの同窓会会員が集まる会にしていきたいと思います。

　私は保健師として地域で、また行政の場で勤務してきましたが活動の記録を残すことはとても重要

だと思っております。

　1999（平成 11）年に記念誌沖縄の駐在保健師活動「人びとの暮らしと共に 45 年」を発刊した際

に編集作業部会の一員として関わりました。記念誌は現在も保健師活動を継承する役割を果たしてい

ます。

　同窓会の統合 10 周年記念誌も過去・現在・未来へと看護をつなぐ役割になると信じております。

　記念誌発刊を嬉しく思います。

同窓会の統合を夢みて－看護の歴史をつなぐ－

　名嘉地　静枝（理事２年 ,監査委員４年）

　那覇看護学校保健学科  第 11 期生

同窓会統合時の役員達と共に喜びを共有
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　同窓会統合から 10 周年を迎えることになり月日の経つのは早く、まさに光陰矢の如ですね。同窓

会活動時のことが走馬燈のようによみがえってきます。

　「看護は一つである」をモットーに県立の看護学校及び、看護大学の卒業生が看護大学の同窓とし

て 2008 年に看護大学の同窓会が設立されました。これもひとえに初代会長高良弘子氏、役員の皆様

の看護教育に対する思い、情熱、そして何より看護大学のご理解とご協力の賜物だと思います。

　設立後は看護大学の卒業生も同窓会活動に参加しアイディアや意見が述べられ活発な会活動となり

ました。私はその活動の思い出をつづって見たいと思います。私は同窓会では理事として活動計画や

予算の健全な執行と会員の福利厚生に心がけてきました。また、理事会においては役員や同窓会の顧

問（看護大学学生部長）の方々が会議に参加し、理事会の進行を熱心に見守っていました。また看護

大学祭では、同窓会はバザーを開催し、会員からたくさんの品々や食料品があり、収益をあげること

ができました。ちなみに私は手作りの楚辺ポーポーを出店致しました。バザーの収益は同窓会の活動

費の一部となりました。

　同窓会総会後の懇親会では、会場や各テーブルをお花でデコレーションし参加者がリラックスでき

る雰囲気作りに努めました。

　看護は人々の命と健康を守ることで社会貢献できる職業です。また、社会の看護に対する期待も大

きいと思います。社会の期待に添い貢献できるような知識、技術、人間性を高めるよう日々研鑽して

ください。期待しております。

　10 周年を機に同窓会の活動と発展を期待しております。「看護のこころは一つ」。つれづれあるま

まに書いてみました。

　原稿のチャンスをいただきありがとうございました。

「看護の灯」思い出つれづれ

　比嘉　勝美（理事６年）

　那覇看護学校助産学科  7 期生
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　私は、コザ・那覇の両看護学校が統合された沖縄看護学校を 1994（H6）年 3 月第１期生として

卒業しました。同校は、将来大学への移行を予測しながら大学設置基準に合わせた建築がなされたと

聞いて大学化への空気が漂っていました。当時の同窓会は大学化へ向けて設置基準に見合う図書数の

確保のために学校へ寄付したり、看護学校祭にはバザーを開いて収益金を図書費として寄付したり、

常に学校への協力を惜しみませんでした。「看護教育を大学教育へ」と思う先輩たちの努力を肌で感

じていた。県立病院に就職しながら 1999（H11）年 4 月に看護大学の開学を迎えた時は、自分のう

れしさよりも沖縄の看護を築いてこられた先輩たちの喜びの表情が目に浮かびました。そして病院で

は申し送り時間に朗報として伝えられたことを今でも覚えています。「看護教育は大学教育で」と夢

を持ち続けてきた看護学校同窓会、そして看護行政の場で大学化へと叫び続けた先輩方がおられたこ

とを忘れてはならないと思います。

　また、看護大学の卒業生で組織した看護大学同窓会も 10 年間独自の活動を続けてきて、よく頑張っ

てこられたと思います。就職や進学、結婚、育児しながら同窓会の組織を運営する事はエネルギーを

要するが、その貴重な経験が看護学校同窓会との統合へとつながったと考えます。

　私は、機会あって微力ながら会計、理事を経験していますが、出身校の異なる卒業生で構成されて

いる役員会・理事会は、さまざまな価値観があり学びの場となっています。役割を通して自分が成長

できたと感じています。

　同窓会統合 10 周年にあたり、「同窓会の絆」と「看護を繋ぐ」心を大切にしていきたいと思います。

先輩たちの思いを繋ぐ同窓会活動

　當間　紀子（会計２年 ,現理事）

　沖縄看護学校  第１期生

県立南部医療センター・こども医療センター　勤務
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　看護学校を卒業し、27 年間県立病院で勤務し、仕事をしている時には同窓会に関わるとは夢にも

思っていませんでした。

　退職してからしばらくして看護学校の恩師である石川幸代先生に声をかけていただき、看護大学の

教育補助嘱託（現 教育支援員）として学生の実習指導にあたることになり大学と関わることで、看

大祭などで同窓会活動を支援するようになり、理事へ推薦して頂きました。

　浦添看護学校第 1 学科 1 期生として入学した頃、那覇看護学校第 2 看護学科を受験して合格したが、

その年から浦添看護学校に移る事になった為、那覇に住んでいた私は一期先輩が羨ましかった事、そ

の頃バスストが多く浦添まで歩いて通学したこともありました。

　県立浦添看護学校が民間に委譲される話が持ち上がった時には、何とか県立の看護学校を残したい

と思い、存続の署名活動に賛同したことを覚えています。

　沖縄の看護の歴史の流れの中で県立の看護学校はすべて閉校となり、2013（H25）年に浦添看護

学校同窓会は看護大学同窓会に統合されました。

　統合記念総会において、統合は「沖縄の看護教育の歴史と伝統を風化させることなく、新しく誕生

した県立看護大学へ継承し、未来の看護教育の発展へ繋いで行くことに大きな意義があり、また、浦

添看護学校は県内の看護師確保対策に貢献し看護活動に自信と誇りを持ってきた」ことを浦添看護学

校の同窓生を代表して、菊地君子さんはあいさつしました。

　10 周年を迎えるにあたり、同窓会が今後発展していくことを祈念すると共に同窓生 1 人 1 人が同

窓会を盛り上げて行かなければと思います。

　同窓会総会では毎年素晴らしい講師による、特別講演を開催しており、もっと多くの同窓生に参加

していただきたいと思います。

同窓会統合 10 周年によせて

　慶田　須意子（理事２年）

　浦添看護学校第１学科  第１期生

開学当時の校舎
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　10 年ひと昔とはよく言われますが本当に早い感じがします。その間いろいろなことがあり、その

都度仲間と悩みながら進んできたたと思っています。

　私は県立浦添看護卒業生を代表する形で看護大学同窓会へ統合と同時に 2013（H25）年役員とし

て参加することになりました。それまでは浦添看護学校同窓会として活動をしておりましたが浦看が

閉校し民間へ移譲となりました。移譲となるまでの間も県への存続活動を行いました。県会議長・県

知事候補（当時は県知事選挙中）者への陳情。署名活動。県庁における記者会見などですが、その甲

斐も無く県立浦添看護学校は 2012（H24）年度卒業生を最後に民間法人への移譲となり同窓会は消

滅するのだと思っておりましたが、幸い色々な看護関係者の方がたの支援・助言が有り看護大学の同

窓会へ統合することになりました。当時のことを振り返るに不思議な感じがいたします。久場常子先

輩より声がかかり、その後古謝フミ子会長との出会い、また野口美和子学長との出会いを経て看護大

学同窓会へ統合させていただきました。

　その過程においても簡単には行きませんでしたが、久場常子先輩や古謝フミ子会長の励まし・支え

があり統合まで行き着く事が出来ました。統合してみると、同窓会の役員・理事は出身看護学校・看

護大学の卒業生でバランスよく構成されていました。

　私は、統合と同時に副会長として同窓会の役員となり、同窓会を運営していく事になりましたが、

先輩や後輩、大学の先生方との活動を通してのかかわり、又看護大学生とのかかわり等いろいろなこ

とが思い浮かびます。

　特に、看護大学構内の記念碑に県立浦添看護学校の文字を刻印していくために活動した日々、やっ

と最後に県立浦添看護学校の文字が記念碑に刻印された時など、すべての県立看護学校が 1 つの記

念碑に刻名された瞬間は忘れることは出来ません。母校の県立添看護学校はなくなったけれど、記念

碑への刻名と共に看護大学同窓会へ統合したことを実感しました。さらに、卒業生のすべての永久書

類も県立看護大学へ移管されていることを知り、閉校後は県立看護大学との関わりが深くなることを

実感しています。

　「看護」と言う一つの下に集う人たちの伝統の継承は、特に沖縄県は先の大きな大戦後きづき上げ

てきた看護者の息吹を感じます。今後は看護大学卒業者を中心とし、続くであろう同窓会活動を通し

ての「看護」を若い人たちに託し見守りつつ協力して行きたいと思います。

県立浦添看護学校の閉校と看護大学同窓会への統合を通して

　宮里　毅 ( 副会長６年 ,理事２年）

　浦添看護学校第 2 学科  15 期生



52 53

　沖縄県立看護大学同窓会の統合 10 周年の節目にあたり、統合当時のことを振り返り懐かしく感じ

ます。当時、私は統合前の沖縄県立看護大学同窓会（以下、看護大同窓会）の事務局長を務めており

ました 10 年前、沖縄県立沖縄看護学校同窓会より看護大学同窓会統合のご提案を受け、当初は戸惑

いもありました。しかし、当時の看護大同窓会の会員は、私を始め大学卒業後 10 年足らずであり、

自身のキャリアアップや結婚・出産・育児など多忙な時期とも重なり、また十分な予算もなく、後輩

である在学生や同窓会員への支援も十分展開できない状況でした。

　そのため、統合により同窓会活動が強化されることには大変意義があると思い、統合に向けての準

備を進めることとなりました。統合にあたっては、両同窓会の役員等で 1 年半をかけ、双方が納得

のいくまで議論を重ねました。また沖縄県立看護大学の野口美和子学長、嘉手苅英子教授、有銘政男

事務局長、山城 総務課長など、多くの方々からご助言・ご指導をいただきました。改めて、統合に

関わった多くの皆様に感謝申し上げます。

　多くの方々のご支援を受け、両同窓会の課題をひとつずつ解決し統合に至った同窓会ですが、10

周年を迎え、同窓会活動も強化され、統合した意義があったと改めて感じております。現在、私は那

覇市保健所に勤務しております。

　今後も同窓会が、会の目的でもある「会員相互の親睦や大学の発展を図ると共に、沖縄県の看護の

向上に寄与」し続けることを心より願っております。

統合前後の活動から 10 年

　並里　紀子（事務局長２年 ,理事６年）

　看護大学  第 1 期生

那覇市保健所　勤務
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　私は大学卒業後に北里大学病院に就職し、精神科看護師として従事した後、母校の助手として採用

されました。その際に看護大学同窓会活動をしていた友人に誘われたことをきっかけに、同窓会活動

に参加しました。以来 10 年以上の間、同窓会の活動を通じて同窓の先輩や後輩の活動を知り、励ま

されながら活動に関わらせていただいております。

　活動の初年度は、書記として関わらせていただきました。その頃は沖縄看護学校同窓会との統合が

行われるとあって、大先輩の方々との話し合いや会議を通して事務局体制や会則、事業計画や会計等

を見直し、作り上げていく作業に取り組みました。多くの意見を取りまとめ、一つの形にしていく作

業の難しさを感じながら活動していたことが思い出されます。また、会議後の大先輩の方々とのゆん

たく会を通して組織運営のルールや看護の歴史などの多くのことを学ばせていただいたこと、沖縄県

の看護を牽引してきた方々の貴重なお話を伺えたことは、私の大きな財産となっています。

　今回、私は 10 周年の節目に同窓会副会長に選任されました。今後は看護大学卒業生の安里明友美

会長をはじめ、役員や理事、幹事の皆さまとともに、母校の在学生が実習や就職活動などで同窓生と

交流を持ち、先輩方から多くのことを学べるよう、後輩育成にも力を入れていきたいと考えておりま

す。現在私は、 琉球大学医学部保健学科精神看護学分野の助教として勤務しながら同窓会活動をして

おります。この 10 年で同窓会の輪が広がってきました。同窓会が大学と同窓生との懸け橋となれる

よう、活動に取り組んでいく所存です。沖縄県立看護大学が今後も発展し、世界や全国津々浦々にい

らっしゃる多くの同胞の方々が活躍されることを祈念いたします。

統合前後の活動から 10 年 －記念誌に寄せて－

　髙原　美鈴（書記２年 ,事務局長２年 ,理事６年）

　看護大学  2 期生

琉球大学医学部保健学　勤務

同窓会総会時の役員（執行部）
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　2003（H15）年 3 月、私たち 1 期生が卒業する際に、学生有志で同窓会の立ち上げをしようと会

則をつくり、終身会費３万円という金額を設定しました。私はそのメンバーでありませんでしたが、

卒業後沖縄を離れた人も多かったので、転居することもなかった私が、振り込まれる会費の管理を担

うことになりました。

　初年度は、多くの同窓生がお金を振り込んでくれましたが、翌年２期生の卒業式前に、会費納入を

呼びかけたのだが、支払ってくれる人数は残念ながら少なかったです。数年たったころだったでしょ

うか、嘉手苅英子先生から「活動はどうなっているのか聞きたい」と連絡がありました。活動は「何

もしていません」と返事したが、卒業生の図書館利用を大学側に依頼したり、また講演会を開いたり

と、２期生以降の何人かも参加してもらって、少しずつ活動をしてきました。

　その後、沖縄看護学校同窓会との統合、続いて浦添看護学校同窓会との統合があり、それまであま

り金銭の変動がない通帳が示していた私たちの活動が、大きく変わりました。

　卒業生は、医療の現場だけではなく、県内外でいろいろな活躍をしています。どこにいても、何を

していても、大学で学んだこと、出会った人や出来事が、その基盤になっていることは間違いないと

思います。

　私は県内の研修会等で、度々いろんな先輩方や後輩にお会いできる機会があります。卒業してから

出会えた方々もいます。その方々にいつも支えてもらったり、助けてもらっています。社会の流れは

スピードが速く、変化に伴い絶えず幅広く学ぶこと、考えることが求められています。年齢に関係な

く、互いに学びあい助け合うことのできる同窓会に発展しますことを願っています。

統合前後の活動・看護の継承を繋ぐ

　菊谷　愛子（会計２年 ,監査委員２年）

　看護大学  第 1 期生

うえむら病院　勤務
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　　私が学生の頃に、沖縄県立看護学校同窓会と沖縄県立看護大学同窓会が統合されたので、その時

の事は、とても印象に残っています。

早いもので私が看護大学を卒業して、12 年もの月日が経ちました。私達第 7 期生は 80 名中 17 名が

男子学生でその時代では、日本で１番男子が多い学年でした。卒後 12 年も経つとその 17 人も特定

行為研修終了していたり、認定看護師で活躍している人、保健師で活躍している人、様々な場所で活

動しています。今でも仲が良く、男子メンバーでよく集まり、それぞれのキャリアや看護について情

報交換しています。

　私は県外で病棟 4 年、訪問看護 4 年の経験を得てから、2016（H28）年沖縄に帰り訪問看護ステー

ションを設立しました。そして、2019（H31）年 2 月１日にウィル在宅ケアセンターも設立し、訪

問看護と居宅介護支援事業所の２つのサービスを展開しながら、『すべての利用者に家に帰る選択肢

を』をモットーに活動しております。現在、看護師 12 名、セラピスト 4 名、事務１名、主任ケアマ

ネジャー１名の 18 名のスタッフがいます。少子高齢化や人口減少等社会の変化に伴い、ケアも病院

から在宅へパラダイムシフトしています。換言しますと病院完結型から地域完結型への移行が進んで

います。在宅の現場では、呼吸器や在宅酸素などの医療機器が必要な重症度の高い利用者への介入、

24 時間 365 日対応希望、小児、精神、看取りの対応など数多くあり訪問看護ステーションへのニー

ズが高まっています。利用者に必要なサービスがない場合は創造していけるメリットもあります。な

いものを開発していくのも、企業ナースの役割でもあり、企業の魅力でもあるので、地域の為に邁進

していきたいと思います。

　最後となりますが、同窓会 10 周年の節目にあたり、同窓会の目的でもある、「親睦を図り大学の

発展を図ると共に、沖縄県における看護の向上に寄与すること」にも自分なりに貢献出来ればと思い

ます。

同窓会 10 年に寄せて ― 看護師の活動分野の拡大と実感 ―

　山川　将人 ( 理事２年）

　看護大学  第 7 期生

ウィル訪問看護ステーションおよび

在宅ケアセンターで頑張る仲間達

コロナ禍の家庭訪問

▼
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　私は 2009 年 3 月卒業時に当時の同窓会役員であった並里さんに声をかけていただいたことがきっ

かけで、統合時より同窓会の役員として活動に関わらせていただいています。卒後すぐで、看護職と

しても未熟な私が、同窓会活動できるのだろうかと不安な気持ちもありました。大学 4 年生の頃の

同窓会主催の卒前交流会では保健師などの先輩方の話が聞けたこと、卒業式には、記念品として印鑑

をもらったことを今でも覚えています。当時、自分が同総会から受けたことを、後輩たちへまた繋い

でいけたらいいな思い、同窓会役員を引き受けました。

　統合総会に参加し、いざ役員となってみると、同窓会とはどういう組織なんだろう、どのような活

動をするのだろうと考えながらも不安もありました。看護学校校長や大学教員、病院の看護部長など

多くの肩書きを持つ先輩方の中に、こんな私がいて大丈夫なのだろうかと思いながら、活動に参加し、

できることを精一杯やってきました。統合 10 年の間に、私は理事 2 年、書記 2 年、副会長 4 年、再

び理事 2 年と同窓会活動に関わっています。その活動を通して、まず、看護学校の歴史を知ること

ができました。大学ができるまでの流れなど考えたことはなく、恥ずかしながら、自分の母校のこと

を何も知らなかったことを痛感しました。県立看護学校の歴史がわかり、多くの先輩方がこの沖縄を

支えてくれたこと、看護の歴史を作ってくれたことに改めて感謝しました。また、多くの先輩方との

交流を通して、看護活動に対する誇りや自信などを感じ、私も先輩方のような看護職でありたいと思

いました。

　私は、卒後、嘱託保健師として南部保健所、糸満市役所で働き、2011 年より宜野座村役場の職員

となりました。宜野座村では、母子から成人までの住民を対象に、訪問や相談業務など地区分担制で

保健活動、大学等の地域看護実習指導も行っています。採用当時は保健師 2 名で活動していましたが、

今では、4 名と増え、健康課題解決に向けて、日々、地域の保健活動に取り組んでいます。またその

間、結婚、出産、育児を経験しています。３児の母となり、慌ただしい毎日を送る日々ですが、仕事

や同窓会活動も多くの方に支えられ、続けらています。

　私はこの同窓会活動を通して、看護としての視野はもちろん、人としての視野も広がったと思いま

す。これから、多くの同窓生にこの活動の良さを伝えていけたらと思います。これからも同窓会活動

等に協力しつつ、看護の発展を祈念いたします。

看護の継承と同窓会活動

　宮里　美沙子（副会長 4年 ,書記 2年 ,理事 4年）

　看護大学  第７期生　

宜野座村役場　勤務同窓会役員として 役員会を終えて



56 57

　私が大学を卒業する年は、同窓会はまだ沖縄県立看護大学は単独でした。卒業した後に県立看護学

校の同窓会と統合し、さらにその後、県立浦添看護学校の同窓会との統合で、現在の１万人を超える

大同窓会となりました。

　同窓会活動に関わ中で驚き学びになったことは、世代間ギャップです。ゆとり世代のはしりの私に

は、到底理解できない後輩や同窓生に対する「愛情」によく悩まされました。「国家試験の勉強して

いる学生を応援するために食事を提供する」勉学だけではなく、社会活動に励んでいる学生を、どの

ように応援するか。同窓会活動をいかに PR するか。「後援会とのすみ分けはいかにするか。」など、

同期生としか関わっていなかった私には、なぜそんなに真剣に、後輩や同窓生を気にかける必要があ

るのか理解できないことも多々ありました。しかし、多くの会議の中で、先輩方の思いを聞くことが

でき折り合いのつけ方を学びました。

　看護大学および看護協会と共催で行った「世界のうちなーんちゅナースデイ」では、世界で活躍す

る同窓生とお話しできる機会があり多くの学びができました。看護大学 20 周年記念、同窓会 10 周

年記念も盛大に執り行われ多くの同窓生の笑顔をみることができました。

　現在、１万人を超える同窓会ではありますが、活動に参加される方はほとんど固定されています。

会として多くの名簿を集めるだけでなく、今後は大きな会としての「社会的存在意義」を検討し、末

永く続いていく会になることを願います。

　未筆ながら、沖縄県立看護大学同窓会のより一層の発展と同窓会のますますのご活躍を期待してお

ります。

同窓会 10 周年に寄せて

　金城　里奈（事務局長４年）

　看護大学  第 6 期生　

役員理事の仲間達
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　記念誌の発行を嬉しく思います。

　私は看護大学 6 期生で同窓会員では若輩ですが、2 年の同窓会活動を通して多くのことを学ぶこと

ができました。2017（H29）年、当時の金城里奈事務局長から声かけがあり、同窓会活動に役員と

して参加することになりました。正直、同窓会に対する関心は薄かったことを覚えています。これは

私たちのような若い世代の同窓生の多くが同じではないでしょうか。しかし、活動した 2 年間を振

り返ると、この体験は、本学を卒業したことに対する誇りを再確認する機会になったと感じておりま

す。

　まず、諸先輩方と話をしていて印象に残っているのは本学に対する非常に温かい愛情です。私は、

同窓会活動中、大学のルーツを聞くことが多々ありました。これは県立看護学校の大学への統合や大

学院設置にいたるまでの経緯で、まさに若い同窓生が知ることのできない本学の歴史そのものでした。

この歴史は入学時すでに大学が軌道に乗っていた私には非常に興味深いものでした。同窓生の先輩方

がなぜこんなにも本学に対して熱い気持ちを持っておられるのか疑問に感じた時期もありましたが、

その理由を知ることができました。私が通った学び舎がどれだけの人の夢と努力によって作られ、支

えられているのかを知ることができたことは、本学を卒業したことがとても幸運なことであることを

再確認することにも繋がります。多くの人はこのような気持ちを“誇り”と表現しているのだと思い

ます。今後、このような歴史を知っている同窓生の一人として、私が感じた再確認の体験を多くの後

輩にも継承していきたいと考えております。このような貴重な体験をさせていただいた多くの先輩方

に感謝申し上げます。

　最後になりますが、10 周年を迎えた同窓会活動が我々若い世代の同窓生にも広がっていくことに

期待を寄せつつ、沖縄県立看護大学および沖縄県立看護大学同窓会の更なる発展を祈念いたします。

同窓会活動を通して

　源河　朝治（事務局長補佐２年）

　看護大学  第 6 期生　

同窓会活動しながら看護大学大学院で学ぶ



特別寄稿

第 ５ 章

同窓会統合前後の看護教育・同窓会活動１．沖縄県立看護大学同窓会会則及び組織

２．同窓会幹事及び賛助会員

３．10 年間の顧問・役員・理事一覧表

４．沖縄県立看護大学同窓会総会 10 年の経過
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１．創設期　病院付属看護婦学校（沖縄民政府による設立）

1）１期生は入学定員 50 人に 500 人の応募があり、狭き門であった。当時の沖縄中央病院は戦争

による負傷者、栄養不良、伝染病など500床のベットは何時も満床、それに医薬品や食糧品の不足、

医療人材の不足等がありそのあり様は地獄絵図の様だったという。学生は授業と実習を合わせる

と１日 16 時間の厳しい中で教育を受けていた。（１期生金城）

2）宜野座病院附属看護婦学校：1946 年５月設立～ 1950 年閉校　存続期間４年

3）名護病院附属看護学校：1946 年５月設立～ 1952 年閉校　存続期間６年

５期生、６期生は沖縄中央病院附属看護学校へ転入

２．病院より独立  　

1）「沖縄看護学校」1955 ～ 1959 （1952 年琉球政府発足のため名称改称）

2）「琉球政府立コザ看護学校」1959 ～ 1966（那覇看護学校創設のため改称）

３．看護制度の改革

１）新制度による看護教育の実施　1951 年（琉球臨時中央政府）

昭和 26（1951) 年 琉球列島米国民政府（USCAR）布令 35 号「看護婦養成学校法」、 36 号「看

護婦資格審査委員会法」が公布され、新制度の看護教育が行われるようになった。入学資格は

高等学校卒業以上、看護教育３ヶ年課程。看護学校に専属の看護婦が配置された ( 本土にある

准看制度は創られなかった）。

　　校舎が語る我が母校の軌跡

－県立沖縄看護学校 63 年の看護教育・同窓会活動－

　県立沖縄看護学校第四代　同窓会会長  高良　弘子

○戦後の混乱の中、米海軍野戦病院跡（通称ゴヤの森）に

沖縄中央病院に付設。

○広い敷地に病院として 45 のコンセットがありその他、数

棟が学校施設として割り当てられていた。軍より払い下

げのユニホームに下駄履きの実習生（1949 年２期生）

○ 1952（昭和 52）年、ゴヤの森よりコザ市胡屋

1353 番地へ病院と共に移転。当時としてはブ

ロック建ての立派な校舎

○右平屋：看護学校（教室、実習室、図書室、教

務室、その他）ベット 10 台ほどの実習室があ

り、ミネソタ大学式基礎看護実習が厳しく行わ

れた。

○中央はナイチンゲール塔、手前の広場では卒業

式等諸行事が行われた。

○左２階建：看護婦・学生宿舎。

○手前に当時沖縄における唯一の総合病院、沖縄

中央病院があった。創設時 180 床。

＜写真２＞　1952 ～ 1966 年　沖縄看護学校

＜写真１＞　沖縄中央病院附属看護婦学校（1946 ～ 1952 年）
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２）新看護体制へ：付き添い撤廃・完全看護・看護婦の勤務体制を 3 交代制へ（1952 ～）

従来医師の診療介助業務を主として行っていた看護業務を「生活の援助は看護婦の手で」をモッ

トーに医師の協力を得て「付添いの撤廃」、看護婦の「勤務体制」を当直制から３交代制（日勤・

準夜勤・深夜勤）へと「完全看護」を目指した「新看護体制」へと改革が行われた。「アキサミ

ヨ、中央病院に入院するとアメリカ看護を受けなければならないね、仕方ないね」と言いなが

ら多くの患者は協力をしてくれた。学生の実習がスムーズに行われるようになった。（金城サエ

子。蘇我スヤ子）

３）看護教育の強化　（1952 ～）

（1）　米国人看護指導者による再教育

　中央病院の１病棟をモデル病棟として、臨床看護婦指導者の再教育、また、保健所開設のた

め公衆衛生看護婦講習会が行われた。教務（看護教師）、地区のリーダーが集められ、ミネソタ

大学出身エリザベス　ランディ先生により「基本的看護技術」の教授法の指導が行われた。７

期生から沖縄の看護教師による看護学校の授業が行なわれた。

（2）1954 年琉球大学と提携し郊外学生として単位認定を受け教養科目の充実を図る

　　1954 年琉球大学委託学生制度が始められた。

（3）1954 年６月第１回看護婦免許試験実（琉球政府実施）

４．「助産学科」・「公衆衛生看護学科」開設

1) 1954（昭和 29）年沖縄看護学内に ｢ 助産学科 ｣ 開設

2) 1955（昭和 30）年同校に公衆衛生看護学科開設、同年 11 月両学科は沖縄看護学校より独立、

各々「沖縄助産婦学校」、「沖縄公衆衛生看護学校」となる。

＜写真４＞　青空の下で卒業式コザ看校

　　　　　　琉球大学単位授与

＜写真３＞　米国民政府看護課主催臨床看護再教育　３ケ月課程卒業生（1952 年）

＜写真５＞　第一期公看学校卒業生

○ワニタ・ワーターワース女史は看護資質の向上を

目指し米民政府令 162 号公布により（1956 ( 昭

和 31) 年）看護教師の資格基準を定めた。看護婦

の再教育には、米陸軍病院において多数の看護婦

たちが長期・短期の実地研修を受けた。

　中央：ワニタ・ワーターワース女史
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５．琉球政府立那覇看護学校創設　1959（S34）年～ 1972（S47）

６．琉球政府立コザ看護学校新築移転（1966 ～ 1972 年） 

7.　本土復帰により「保健婦助産婦看護婦法」の適用

　昭和 45（1970）年、本土法に基づいた保健婦・助産婦・看護婦国家試験が沖縄において初めて

実施された。1972（昭和 47）年 5 月 15 日本土復帰により、沖縄県が発足し、県立コザ看護学校、

県立那覇看護学校と名称の改正された。「保助看法」保健婦助産婦看護法の適用によりカリキュラ

ム変更があり、特に実習時間は 3000 時間から 2000 時間へ大幅に減少し、琉球大学の提供する講

座単位の取得は廃止され、委託生制度も終了した。

8．県立沖縄看護学校開校 1991（平成３）年～ 2002 （平成 14）年

　県立コザ看護学校と県立那覇看護学校が統合し、県立沖縄看護学校となり、学生定員は助産学科・

保健学科・看護学科の総数 580 名、職員 50 名の大規模かつ施設設備の整った文部大臣認可の専修

学校として開校した。

＜写真９＞　右：体育館　左 : 食堂　手前 : 学生寮

＜写真６＞　1959 ～ 1964 年那覇市与儀 196 番

　　　　　　政府立那覇病院２階に併設

○助産婦学校再開２回生入学昭和 39 年

○２年・３年生はコザ看護学校より転入

○公衆衛生看護学校はコザより同校内に移転

○ 1961 年養護教諭養成学校として指定

具志川村字宮里 287

○名称は本土復帰により琉球政府から沖縄県立に変更

○同年３月：臨時准看護婦養成所開設  第１回講習会開始  教育期間８ヶ月対象 911 名准看制度が導入された。

＜写真７＞　新築移転 1964 ～ 1991 年

　　　　　　那覇市与儀 585 番地

○ 1965 年　看護学校、公看学校、助産学校が統

合され、琉球政府立那覇看護学校公衆衛生看護

学科、助産学科、看護学科と学科制になる

＜写真８＞　左：教室　奥：体育館
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９．看護学校創立 60 周年記念総会並びに親睦会開催

　県立沖縄看護学校同窓会主催　会長　大嶺千枝子

10．沖縄県立看護大学開学  1999 年 ( 平成 11）

　沖縄県立看護大学は 1999（平成 11）年、旧沖縄看護学校跡に大学としての施設が設備され、教

授陣容を整えて開学した。看護を科学的に実践できる質の高い人材育成を建学の理念として設立さ

れた。この待ち望んでいた沖縄県における歴史的看護教育の改革を同窓生一同は感動と共に祝福し

た。

＜写真 10 ＞　県立沖縄看護学校

　　　　　　  那覇市与儀１丁目

○県立沖縄看護学校閉校による草創期から沖縄県立沖縄看護学校まで 56 年間の卒業生総数：7,830 名

（看護学科　6,330 名、保健学科　908 名、助産学科　592 名）

＜写真 11 ＞　県立沖縄看護学校

　　　　　　  最後の卒業式　平成 13 年３月

＜写真 13 ＞　沖縄県立看護大学・大学院 ＜写真 14 ＞　同大学図書館

＜写真 12 ＞　元学校長をお招きしての懇親会

○出席された歴代校長先生と講師の先生

前列左より

　照屋善助（沖看校長）

　新垣浄治（コザ看校長）

　原　実（講師）

　田端辰夫（那覇看校長）

　島仲花枝（講師）

　仲里幸子（沖看校長）
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　沖縄の現在の看護教育の始まりは第二次世界大戦後の翌年、1946 年 5 月に廃墟のなかで

創設された病院付属看護婦養成所であった。敗戦後の極貧の社会情勢の中で、ワニタ・ワーターワー

ス女史の指導の下に実施された新看護体制を支えたのは当時の看護学生たちであった。その後、看

護学校が実質的に独立したといわれるのは 1964 年那覇看護学校が新築移転し自主運営を始めた時

だと考える。それまでは病院長兼任の学校長が専任の校長照屋寛善氏（医師）の就任であった。し

かし、すべての面で人員の不足等がありその運営は厳しく、職員にとってはストレスの多い状況で

あった。その後、本土復帰により沖縄県の医療体制は大きく前進した。1991 年に教育機関として

の陣容を整えた文部科学大臣認可の専修学校としての県立沖縄看護学校が開校した。それを機に、

それまで各自活動していた四つの同窓会は県立沖縄看護学校同窓会に統合された。

　それから 8 年後の 1999 年県立沖縄看護大学の開学を迎えた。幾多の変遷を経てようやく目標と

してきた看護大学の開学であった。同窓生たちはこれまでの長いあいだの苦労が報われたようで喜

びに沸いた。看護は実践の科学と言われるが、やはり複雑な社会の中で社会と共に歩み、自らの努

力と社会との繋がりのなかで成果を出す時間の掛かる職種であることを実感した。

　これからも沖縄の看護は世界の看護レベルを目指して、質の高い看護の実践を目標に活動を続け

ていくことでしょう。

　沖縄の看護教育のために看護関係者のみならず多くの方々が携わってこられました、皆様に心か

ら感謝の意を表します。

　

追記

記念誌出版の報告

　同窓会統合記念誌「看護教育の歩み」ｐ296を平成23年3月（2011）に出版することができました。

1）予算については、特別会費として会員１人 2,000 円を全会員に呼びかけました。退職者の方

には、同窓会各期の責任者を通して、また、現在働いている会員に対しては職場を通して文書に

てお願を致しました。おかげをもちまして 1,696 人（延人数）の会費納入を頂き記念事業を完了

すことができました。

会員の皆様、ご苦労をおかけした各期の責任者の皆様、並びに、施設の部長様ありがとうござい

ました。感謝してお礼を申し上げます。

11．同窓会統合総会

看護大学開学後 10 年を経て、両同窓会は統合を決定した

＜写真 16 ＞　新役員理事＜写真 15 ＞　統合総会
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2）明細（平成 23 年 12 月 17 日現在）　

　・記念誌印刷　1,800 冊　　・印刷費 ￥2,625,525

　・会員へ配布　1,606 冊　　・寄贈　約 100 冊　　残　100 冊

３）経費について（予算）

　・収入決算額　3,462,665　・ 支出決算額　3,299,005

  　（詳細：印刷費、その他の記念事業費、活動費・消耗品費 )

　　残金　￥163,660

４）引き継ぎ

　平成 25 年６月　県立看護学校同窓会編纂委員会は記念誌に関する全ての業務を県立看護大学

同窓会へ引き継ぎを致しました。役員会において編纂委員会委員長、副委員長より主旨説明と関

係書類、記念誌 100 冊および残金を添えて引き継ぎました。

　尚、多くの会員の皆様より特別原稿の投稿および会費を出資して頂き記念誌を出版することが

できました心から感謝するとともにお礼を申し上げます　有難うございました。

後列左より

　島尻貞子　名嘉地静枝　比嘉勝美

　大城房子　下地ヒロ子　久場常子

前列左より

　兼本良子　古謝文子　高良弘子　與儀千代子　金城英子

　当日不在　　翁長多代子　安座間和美

　校正委員　　伊礼幸子　宮城圭子　與那嶺フジ子　石川幸代　嘉手苅英子教授

＜写真 17 ＞　記念誌編纂委員

表紙：紅型　提供者那覇看 8 期生　

津波浩子　伊礼幸子
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はじめに

　本土復帰前、沖縄における看護教育は 1951（S26）年より布令による看護教育（看護婦、公衆衛生

看護婦、助産婦）が行われていた。本土復帰が決まり、1968（S49）年本土法に準ずる公衆衛生看護

婦助産婦看護婦法が立法化されて准看護婦も行われるようになった。それまで准看護婦制度はなく看護

婦不足を補填するために多くの医療機関では診療の補助として医師の指示のもとに無資格者による診療

の補助と看護が行われていた。そこで、准看護婦養成に関する特別措置が図られ、２年課程が新設された。

１．准看護婦養成に関する措置として

１）復帰特例特別措置として臨時准看護婦養成所による准看護婦養成 ―県立那覇看護学校に設置―

　公衆衛生看護婦助産婦看護婦法附則第 13 条（1968 年立法 149 号）に基づき、医師または歯科

医師の指導監督のもとに通算 3 年以上看護の補助的業務に従事し琉球政府に届け出登録された者

に対して 8 ヶ月間の教育（講義・実習）を行い准看護婦の資格を付与した（沖縄県内に勤務限定）。

　1970（S45）年 5 月から 1973（S48）年１月まで実施し、911 人養成された。

２）復帰特例特別措置として厚生大臣指定講習会による准看護婦養成 ―県立那覇看護学校に設置―

　臨時准看護婦養成所を卒業し、沖縄で准看護婦免許を得た者に対して、厚生大臣指定講習会を１年

間（講義・実習）実施し、修了した者に対して保健婦助産婦看護婦法第 6 条に規定する准看護婦

の資格が与えられた。1973（S48）年４月から 1977（S52）年 3 月まで実施し、159 人養成された。

２．保健師助産師看護師法による看護教育 2 年課程開設の目的と経過

　県立那覇看護学校における 2 年課程の設置は、臨時准看護婦養成所の課程を修了し、厚生省指

定講習を修めた学生の進学課程として新設し、看護婦国家試験受験資格を付与するものである。那

覇看護学校第２看護学科として保健婦助産婦看護婦法学校養成所指定規則に基づく看護教育を実施

した。卒業生は全員看護婦国家試験に合格して県内外の医療機関で活躍している。

　1976（S51）年 4 月から 1984（S59）年 3 月（第７回生）まで 188 人養成した。卒業後は那覇

看護学校同窓会名簿に登録された。

県立那覇看護学校に 2 年課程の新設

　２年課程開設時     　　　　

　学科主任  金城　靖子

年  月 第 2 看護学科

1975(S50）年 開設準備

①県外の既設校（東京、埼玉）調査

　・開学に向けて厚生省看護課と調整

　・保助看法学校養成所指定規則に基づく教育課程、実習施設の調整

　・非常勤講師の確保

②厚生省による現地審査

③入学生募集など

県環境保健部医務課看護係長（故）玉城静子氏を中心に専任教員となる金城靖子 氏（東京

都立看護学校経験）を採用、学校長  大湾朝忠氏、教務課長  許田英子氏間で準備が進めら

れた。第２看護学科として新設された。

表１．2 年課程の年次推移
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３．第 2 看護学科開設時の状況

　昭和 50 年 6 月 3 日、学科開設に向けての厚生省の現地調査が行われた。私にとっては就職後 3 日

目であった。学校側から大湾朝忠校長、許田英子教務課長、行政側から玉城静子看護係長、川満利盛

医務課補佐等々担当部局の方々に加えて、環境保健部長照屋善助先生が出席した。

　本土復帰後わずか 3 年、法規その他様々なことが変更され、県内にはなかった准看護婦教育が

導入され、准看教育問題、資質向上等と様々な困惑の中に、当局の皆さんはご苦労しておられた。

　玉城静子看護係長は看護に対する高い理念の下に、じっくり構え、一歩も譲らなかった。その姿

勢を、今なつかしく、彷彿させられるのである。この方を部下に捉えて、本土復帰に備え、看護行

政、看護教育の問題解決に当たられた元照屋環境保健部長の慧
けいがん

眼に改めて敬服させられた。そして、

玉城係長の早世をかえすがえすも惜しむものである。

　那覇看護学校に付設される第 2 看護学科を新設と同じ様にとの意向で、旧医学図書館を、教室

や講堂に改築され開設準備に当てていた。諸般の対策を想起し、考え合わせると、時の環境保健行

政を司る方々の看護教育に対する姿勢が伺える。そして、その推進者の在り方と対応の姿勢は現在

の看護問題対策を展望していたものと今にして理解できるのである。

　２年課程における教育課程の編成、講師の選択など短期間に開設準備をしなければならず、かな

り厳しいものが感じられた。運営をまかされて、西も東も分からぬながら、教育としての仕事をは

じめた。すると電話１つで講義依頼、教員としての仕事をはじめた。すると電話の向こうでの解答

は意外や、「私の上司が金城先生を存じ上げておりますのでお引き受けします」と 2 つ返事であっ

た。当然の事ながら、これは私のことではなく、大先輩の先生のこと。また、金城姓字の多い沖縄

で、金城家へ嫁いだ利得と密かに笑んだものである。

　さて、このような中で今は亡き「忘れ得ぬ人々」をここで挙げ、開設時のご協力に謝辞を申し挙

げたい。先ず、そのお 1 人は故玉城静子さん。前述したので省略する。天上で再会したいお 1 人

である。次は恩師である故外間邦枝保健学科琉球大学教授。「変則２年課程教育は大変だから」と

自ら講義を引き受けてくださった。同じく故比嘉勇琉球大学教育学部教授。「この課程は自分が…」

と難解な統計学を担当して下さった。そして、国立公衆衛生院1年コースで共に学んだ、備瀬信子氏、

島尻貞子氏、吉川千恵子氏の存在は、とても心強かった。その他２年課程を共に運営した教職員の

仲間や実習施設の方々の援助で新学科はスタートすることができた。年月を経過したが改めて関係

下さった皆様に感謝を申し上げます。

年  月 第 2 看護学科

1976(S51）年 4 月  第 1 期生入学

1977(S52）年 4 月  第 2 期生入学

1978(S53）年 4 月  第 3 期生入学  3 月  第 1 期生卒業

1979(S54）年 4 月  第 4 期生入学  3 月  第 2 期生卒業

1980(S55）年 4 月  第 5 期生入学  3 月  第 3 期生卒業

1981(S56）年 4 月  第 6 期生入学  3 月  第 4 期生卒業

1982(S57）年 4 月  第 7 期生入学  3 月  第 5 期生卒業

1983(S58）年 　　　　　　　3 月  第 6 期生卒業

1984(S59）年 3 月  第 7 期生卒業

入学生 196 人　　  　　  卒業生 188 人    
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　本県は復帰後の昭和 50 年当初、まだ医療状況が厳しい中、県内の医療機関の開設や整備が急速に

行われたこともあり、医療従事者とりわけ看護師の養成が急務とされていました。　　　　

　その当時、県内の看護師数は約 1,000 名、准看護師数が約 700 名であったため、准看護師が多く

従事している医療機関もあり、進歩する高度医療に向けて今後対応していくためには、より質の高い

看護の提供が求められる状況にありました。

　そのため、准看護師の免許を持つ者が看護師になるために働きながら学べる看護学校の設置につい

て、県内医療機関から強い要望があり、昭和 52 年 9 月、沖縄県立浦添看護学校（第二看護学科 2 年

課程昼間定時制修業年限 3 年定員 40 名　総定員数 120 名）が開校し学校運営は沖縄県が財団法人沖

縄県医療福祉センターに委託されました。

　さらに、昭和 58 年 4 月。看護第一学科全日制修業年限 2 年入学定員 40 名の学科を増設。そして、

第二看護学科の名称を看護第二学科に変更して、総定員数 200 名の 2 つの学科をもつ県立の看護教

育２年課程として新たな学校運営がスタートしました。

　昭和 60 年には作詞が大城立裕先生、作曲が杉本信夫先生による校歌が制定されました。校歌の一

節にある「美しいあなたのいのち、わたしのいのち、助け合って今日もささげよう・・・」は、まさ

に、県立浦添看護学校の教育理念である生命の尊厳を根底におくものでした。また、昭和 61 年には

専修学校専門課程としての設置が認可されております。

　平成年に入り、急速な医学の進歩等により、昭和 43 年以来 20 数年ぶりに看護師養成カリキュラ

ムの法改正が行われ、平成 2 年 4 月より県立浦添看護学校も新カリキュラムによる学校運営を開始

しております。

　平成 5 年、再び、県内の看護師不足が続く中、看護第二学科の入学定員が 40 名から 80 名に増員

する計画が国より認可され、学生総定員数は 320 名となり閉校まで養成数を維持し運営を続けまし

た。

　平成 18 年 3 月、財団法人沖縄県医療福祉センターの廃止に伴い、同年 4 月より県直営の看護学校

となりました。しかし、同年度に県立浦添看護学校は平成 24 年 3 月末をもって閉校し、その後は引

き続き、民間校が新たな体制で看護師養成を行っていくとの方針が県から示されました。そしてその

際には、平成 21 年 3 月末に 2 年課程昼間定時制修業年限 3 年入学定員 80 名コースを閉科し、新た

に 3 年課程全日制修業年限 3 年の入学定員 80 人各コースを新設すること。県内が厳しい看護師不足

の状況下にあることから県立看護学校としての入学生募集は平成 23 年度まで実施し、平成 24 年 4

月に民間校へ引き継ぐということでした。

　平成 21 年３月末、昭和 52 年より 22 年間続いた准看護師が働きながら看護師資格を取得するため

の養成コースであった看護第二学科 2 年課程昼間定時制修業年限 3 年コースを閉科しています。そ

して、同年 4 月には、国の認可を受け新設された 3 年課程の教育をスタートさせております。

　一方、平成 22 年 12 月 28 日には「沖縄県立看護学校の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」

（平成 24 年 4 月 1 日施行）が交付され、昭和 47 年から続いてきた沖縄県立看護学校（那覇看護学校、

コザ看護学校、沖縄看護学校、浦添看護学校）が紡いできた沖縄県立看護学校の看護教育の歴史が全

沖縄県立浦添看護学校の看護教育 35 年の歩みを辿って

　沖縄県立浦添看護学校      　  　

　閉校時校長  我謝　美知子
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て閉じるという重い瞬間でした。

　平成 18 年度に県立浦添看護学校のあり方について県の方針が示されて以来、平成 24 年 3 月末の

閉校までの 6 年間は、閉校に向けた取り組みや 3 年課程新設に向けた取り組み、民間校への引継ぎ等、

めまぐるしい流れのなかで学校運営が行われました。そして、その間、特に同窓会、後援会の皆様に

は、閉校に向けて数多くの支援をいただきました。

　平成 24 年 3 月 2 日、看護第一学科 2 年課程第 28 期生 41 人、看護第二学科 3 年課程第１期生 70

名の計 111 名が最後の沖縄県立浦添看護学校の卒業生として飛び立ちました。しかし、卒業生以外

に県立浦添看護学校に入学し、１年間あるいは 2 年間学んだ在校生 198 名については、引き続き民

間校での教育に繋ぐこととなり、県立で培った伝統を民間の新しい学校の教育の歴史に織りなして

いって欲しいとの願いを込めながら平成 24 年 3 月 31 日沖縄県立浦添看護学校は閉校となりました。

　開校以来、沖縄県立浦添看護学校の看護師養成数は 2,877 名ですが、開講当時の看護師数が 1,000

名、現在、その数は 15,000 人（平成 30 年度末）を超えており、県立浦添看護学校が果たしてきた

役割の一端がその数からも垣間見ることができると思います。

　卒業生は、県内はもとより、県外、また海外で活躍する等、様々ですが、35 年間の本校における

看護師養成教育の歴史は、沖縄県の看護師数の確保と質向上に大きく貢献してきたことを確信してお

ります。

　沖縄県立浦添看護学校は准看護師の免許をもつ方々の看護師への進学課程として、1977（昭和 52）年開学した。

2012（平成 24）年３月閉校しましたが、35 年間で 2,877 名の看護師を養成した。

　卒業生は、県内の病院・診療所、事業所、市町村、訪問看護ステーション、介護保険施設、社会福祉施設など

で活躍している。
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　昭和 52 年に開校された浦添看護学校は、働きながら学ぶことができ、准看護師に看護師への道を

開く機会を与えてくれました。開校以来 35 年間で 2,877 人の卒業生を社会に送り出しました。今の

コロナ禍の中でも頑張っていることでしょう。

　浦添看護学校の卒業生は、誰もが誇りを持ち保健、医療、福祉の分野で従事していると信じていま

す。私は 3 期生でしたが、浦添看護学校には実に多くの夢を持つ同期生と教職員が一つになり学校

生活を楽しく送ることができました。だからこそ、困難なことにも耐えて支えあい、全員が国家試験

にも合格出来たと確信しています。

　殆どの学生が、准看護師として働きながらの学生生活でした。午前中は医療現場で働き、休む間も

なく登校、さらに夕方から現場に戻る学生、私もその仲間でした。1 歳と 3 歳児の保育料を稼ぐため

でしたが、中には 3 交代制で深夜勤務後の学生・授業後に準夜勤務の学生もあり、それでも頑張れ

たのは、正看護師として社会に貢献したいという大きな夢が一人ひとりの胸にあったからだと思いま

す。

　国家試験の前は、誰からともなく朝から登校しお互いに励まし合いながら勉強していたことも懐か

しい思い出されます。浦添看護学校での 3 年間は、私にとって有意義で実に楽しいものでした。子

育てしながら午前中は外来、夕方 6 時から 9 時までの救急外来の仕事があるために、帰宅後に勉強

することはできませんでした。その為にその日の授業で学んだことは、その時間内に覚えることに集

中しました。医療の現場で疑問に思ったことが瞬間に解けるのです。私の人生の中でこんな愉快な時

間を過ごせたことはありません。

　浦添看護学校に感謝です。その学校が民間に移譲されると聞いたときは、本当にショックでした。

看護第一学科全日制が増設されるまでは、卒業後は県内の医療現場で働くことを条件に、学費は無料

でしたからお金の心配なしに看護の道に進めたのでした。全日制でも学費は2年間で60万円前後だっ

たと記憶しています。それが、民間移譲となると 3 倍以上になるのではないか、県立で入学したの

に卒業は民間？看護師になりたくてもお金がなければ看護師になれないのではないか？在校生や同窓

会、父母会からも不安の声が上がりました。

　そこで、同窓会役員会を招集した結果、民間移譲は許せないとの結論に達しました。そこで在校生

代表、同窓会代表、父母会役員等で民間移譲を辞めさせる会を発足することにし、学校近くの店で智

恵だし会を重ね、反対のための署名を集めることにしました。

　署名は同窓生が働く医療現場・同窓会役員等への郵送、在校生は家族や友人・知人あらゆるつなが

りに、父母会は近所や親せき・職場等、自治労とも力を合わせて署名を集めたところ僅か 1 月程度

で約 15 万の署名に達し、県議会議長や県知事に民間移譲をやめるよう要請書を提出。父母会と同窓

会の役員で県議会議員の各会派を訪ねて民間移譲に反対して欲しいとお願いに回り、在校生は県議会

議員あてにハガキで県立の存続を訴え、さらに、学生の取材等で県立であり続ける事の重要性をテレ

ビ局に取材してもらい放映。できる事はすべてやったと思います。結果は県議会で民間移譲賛成が 1

人多く、県立浦添看護学校は、2012 年 3 月の卒業生を最後に民間に移譲されてしましました。しかし、

在校生と父母会、そして同窓会のあの団結力は誇りあるものでした。

県立浦添看護学校同窓会 25 年の歩み

　同窓会長  菊地　君子
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　浦添看護学校の創立 10 周年に同窓会が発足していますが、初代会長の金城司郎氏は私と同じ 3 期

生です。発足当時の役員の皆様のご苦労があったからこそ、沖縄県立看護大学同窓会と統合できたと

思います。私は金城司郎同窓会長の後で二代目の同窓会長になりました。当時糸満市会議員としても

活動しましたが、医療や福祉にかかわりたいという思いと母校への恩返しという気持ちから同窓会長

を引き受けたしだいでした。

　看護師として 25 年働き、看護を天職だと自負していました。その後、市議会員になったので周り

からなぜ議員になったのかと尋ねられます。議員になる前の 5 年間は在宅介護支援センターに勤め

ていました。地域の公民館で市の老人係や保健師、社会福祉センターの職員、デイサービス担当職員

等と介護劇を演じ、介護の基本や福祉サービスについて知ってもらいたいとの考えからでした。日曜

日の午後のボランティア活動でした。演じる側と地域住民との一体感がたまりませんでした。介護に

あたる家族の会を発足させ、楽しく仕事をしていましたが、涙が止まらず悔しい思いをしたこともた

くさん経験しました。一番悔しかったことは、孤独死を何人も見た事でした。鉄の暴風を生き抜き、

戦後は廃墟と化した沖縄の復興のために頑張ってこられたお年寄りが、誰にも看取られずに最期を迎

えなければならない事が到底我慢が出来ず、悔しく許せないことでした。「介護の現場からの声が議

会に必要」と説得され議員への道を選択しました。政治の主人公は市民一人ひとりにあるということ

を信念に 5 期 20 年頑張っています。

　私情をはさんでしまいましたが、浦添看護学校で学んだことが原点であるといっても過言ではあり

ません。県立浦添看護学校に心から感謝です。新型コロナウイルス感染症対策の現場で働いている皆

さんからの、不安や不満の声が届いています。私は行政の立場から応援したいと思います。

　看護大学同窓会および県立看護大学の更なる発展を祈念いたします。
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Ⅰ．看護学校から看護大学へ

　わが国では 1992 年を境に看護系大学の新設が急増し、沖縄県立看護大学もその流れの中で 1999

年に設置されました。県立看護大学の設立は、 “看護教育を大学で”という県民や行政、そして看護

界の願いによって実現したものでした。

　ところが、戦後の沖縄の看護教育の歩みを辿ってみますと、日本の看護教育の大学化が始まる以前

から、大学教育への移行を視野に入れた看護教育が行われていたことがわかります。終戦の翌年から

再開した看護教育は、間もなく琉球列島米国民政府（USCAR）の米国看護指導者の下で、当時の日

本本土よりも進んだ看護教育制度が確立しました。看護学校への入学資格を高校卒のみにしたことや

３年間の教育期間、看護学校の履修科目を琉球大学の単位として認定したこと、琉球大学での委託生

制度、そして看護学校の専任教師の条件などがそうです。これに関しては、大嶺千枝子先生が詳しく

述べられています（看護教育 63 年の歩み P79）。また、強い指導力を発揮して沖縄の看護教育の土

台を構築されたワニタ・ワータース氏の言葉（蘇我スヤ子氏の回想録「爪をかける」看護教育 63 年

の歩み P64）からは、大学教育への移行を目指していた強い意志が伝わってきます。

　ワニタ・ワータワース氏が在任していた 1950 年～ 1960 年ごろは米国においてもまだ看護基礎教

育の主流は看護学校であり、Ｖ．ヘンダーソンやＦ．Ｇ．アブデラ、Ｉ．Ｊ．オーランドなどの看護

理論書が発行され始めたのも 1960 年頃からです。当時の米国の看護指導者たちが、看護学校の教育

が大学レベルに匹敵するよう諸条件を整えていたことが推察されます。本国でもまだ容易ではなかっ

た看護教育を大学教育にという理想を、沖縄で実現しようとしていたのでないかと思います。

　1968 年に琉球大学保健学部が設置され、1969 年から看護教育が始まりましたが、結局、看護学

校の大学教育への移行は実現しませんでした。1972 年に本土復帰を迎えて看護学校は琉球政府立か

ら沖縄県立になり、国立となった琉球大学の委託生制度も終了しました。看護教育が準拠する法律も

本土と同じになり、看護教育制度上の差異はなくなりました。

　その後、コザ看護学校と那覇看護学校は校舎の老朽化による建替えを機に統合して沖縄看護学校が

設立されています。新しい学校は、将来、看護短大または看護大学に移行することを想定して建てら

れたとのことで、看護大学を設置する時に新たに建てられたのは附属図書館のみでした。その他には、

学年当りの学生定員の減少（180 人から 80 人へ）や大学のカリキュラムに合わせて教育管理棟の実

習室や実験室を一部改装し、図書館を情報処理学習室に改装しました。また、大学設置基準に合わせ

て、学生寮は教員研究室と学生サークル室などに改築されて研究・福利棟になりました。体育館はそ

のまま使用しています。

　４学年の学生が揃った 2002 年の看護教育は全員で 46 人（教授 8 人、助教授（現在の准教授）５人、

講師５人、助手 28 人）いましたが、その中には県立看護学校の卒業生が９人（教授２人、助教授２人、

助手５人）含まれていました。また、県立看護学校での教員経験者が 12 人（教授２人、助教授１人、

講師３人、助手６人）いました。重複を避けて数えますと、看護教員 46 人中 15 人が学生や教員と

して県立看護学校での教育を経験していたことになります。大学設置に向けて、看護学校では修士号

を持つ教員を集めたり、在職中の教員を大学院に進学させたりして人材の準備をしていたと聞いてい

沖縄県立看護大学 20 年の歩み

　沖縄県立看護大学   　  　

　学長  嘉手苅　英子
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ます。当時開学された看護系大学の中で、沖縄県立看護大学は修士号を取得している助手の多い大学

でした。このような準備が結実して看護大学の設置につながったのだと思います。

１．看護大学に求められたこと

　看護大学の出発に際して大学に求められたのは、看護学校との違いを形式的にもそして内容の

上でも明確に示すことでした。看護の人材育成という点では看護学校と看護大学は同じ役割を

担っており、卒業時点で取得出来る看護師や保健師の国家試験受験資格は同じであり、得る免許

にも違いはありません。看護大学の設置までに看護学校では計 7830 名の卒業生を送り出してお

り、沖縄県の看護を担う人材を輩出してきました。この歴史を受け継いで、大学としてどのよう

に発展させて人材育成をしていくかが課題でした。　

　わが国の学校は、「学校教育法」の中で目的が規定されており、看護学校と看護大学の違いを

この法律の中に見る事が出来ます。現在、看護学校は専修学校として認可を受けていますが、専

修学校については「･･･ 職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図るこ

と（以下、略）」を目的にしていることがわかります。一方、大学については「大学は、学術の

中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用

能力を展開させることを目的とする。大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その

成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする（第 83 条）」と記さ

れています。つまり、大学には、これまで先達によって蓄積されてきた財産を継承するだけでな

く、それを発展させることのできる人材を育成し、そのための教育研究に取り組み、その成果を

社会に還元することが求められています。このような目的を達成するために大学には専修学校と

異なる基準で、カリキュラムの編成や教員組織、教育研究のための予算、図書館等の施設設備な

ど整備が定められています。

　大学開設当初から編入学制度の導入が要望されていましたが、実現していません。編入学制度

を導入する場合、学部のカリキュラムを再編成する必要がありますが、親設から４年間はカリキュ

ラム改正ができませんので検討課題としているうちに、３年目からは大学院設置が大学の課題と

なっていきました。この時には、看護系大学は 100 校近くに増えており、将来を展望していく

上で大学院の設置は避けて通ることのできない課題でした。看護学校卒業でも個別に資格審査を

受けることによって大学院受験ができるようになり、大学院で学ぶ道が開かれました。そこで学

部の編入学制度に関する検討はなくなり、県内で必要性が高かった別科（助産）の開設（2008 年）、

大学院ＧＰ（優れた教育実践）プログラムによる島嶼保健看護分野の設置（2008 年）や専門看

護師教育課程の開始（2009 年）など大学院の充実をはかり、実践現場で働く看護職者の継続教

育の機会を広げています。

２．沖縄県立看護大学における教育

１）学部教育

　沖縄県立看護大学では、卒業要件を満たすことにより学生全員が看護師と保健師の国家試験

受験資格が取得できます。看護系大学における保健師教育については、ここ数年、選択制の導

入が論議され、導入に関しては各大学の判断に委ねられることになりました。保健師教育の位

置づけに関する考え方は看護教育界の中でも分かれていますが、本学では離島僻地を多く有す

る沖縄県の看護を担う人材の育成という観点から、選択制とはしませんでした。看護は個別性
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の高い実践なので、活動の場や対象の条件を見抜き応用する力が必要です。また、保健医療福

祉を取り巻く社会状況はめまぐるしく変化していますので、学部教育では、学生の考える力や

学ぶ力を育て、変動する社会に対応できる人材を育てることを重要だと考えています。臨地実

習においては、体験を広げたり繰り返したりして習熟する機会は以前に比べてはるかに少なく

なっています。そこで、実践の根拠となる知識を、既存の情報の中から集め批判的に活用する

能力や、実習での看護実践を振り返り、その中から論理を見いだし言語化する能力、すなわち

体験から学ぶ力が育つよう、少人数での教育や主体的な学習を可能にする教育方法に力をいれ

ています。

２）大学院教育

　大学院保健看護学研究科は、学部の２期生が卒業した 2004 年に設置されました。大学院で

はより高度な看護を行う実践者、看護教育者、看護管理者、そして看護研究者の育成を目的に

しています。研究科には博士前期課程（２年間）と博士後期課程（３年間）が置かれており、

修了によりそれぞれ、修士（看護学）と博士（看護学）の学位が授与されます。　

　平成 22 年３月までに修士 32 人と博士５人が誕生し、病院等の施設や県・市町村・大学などで、

実践者管理者、教育研究者などとして活動しています。

　研究科には、文化間保健看護分野と生涯発達保健看護分野、先端保健看護分野の３分野があ

ります。さらに、文化間保健看護分野には保健看護管理領域（保健看護管理、保健看護教育）

と地域保健看護領域（地域保健看護、精神保健看護）が、生涯発達保健看護分野には母子保健

看護領域（母性保健看護、小児保健看護）と成人・老年保健看護領域（成人保健看護、老年保

健看護）が含まれています。先端保健看護分野には新領域保健看護領域があり、平成 23 年度

からはここに島しょ保健看護領域が加わります。平成 21 年度からは精神看護、慢性看護、老

人看護、がん看護の４領域の専門看護師の教育が始まっています。

　大学院の一学年の定員は博士前期課程が６人、博士後期課程が２人ですので、授業のほとん

どは、１～数人で行われています。大学院生が働きながら学べるよう授業を夜間や休日に開講

しており、大学院生の大半は病院や訪問看護ステーション、市町村、大学などで看護師や保健

師、看護教員としてフルタイムの仕事をしながら学んでいます。また、離島など、遠隔地に在

住している院生の場合は、インターネットを使用したテレビ会議システムや遠隔講義システム

などを活用して受講することができます。これまでに、宮古島や波照間、座間味、粟国、南大

東、名護市、そして県外（千葉や神奈川県等）で仕事や実習をしていた大学院生がこのシステ

ムを利用して授業に参加しています。

　さらに、大学院生の状況に合わせて履修できるよう、博士前期課程には２年間の授業料で修

学期間を３年間に延長できる長期履修制度があります。その他、入学前に大学院開講科目を履

修し、入学後の負担を減らすことのできる既修得単位等の認定や、大学院入学準備に向けて文

献検索の方法や科学論文の批判的読み方を学ぶ公開講座があります。働きながら学ぶには、大

学院生自身の努力と職場の理解が必要で、容易なことではありません。しかし、現場での問題

意識を大学院での学習に反映し、大学院で学んだことを実践に生かしながら学ぶことができ、

その意義は大きいと考えます。

３．大学の役割からみた研究と地域貢献

　前述したとおり、大学には教育だけでなく、教育内容を深めるために研究活動を行い、その成
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果を広く社会に還元することによって社会の発展に貢献することが求められています。このよう

な目的を遂行するために、大学には教授、准教授、講師、助教、助手で構成される教員組織があ

り、一人ひとりの大学教員は、「教育」活動の他、専門分野に関する「研究」活動、看護職者等

や一般住民を対象とした公開講座や出張して行う出前授業、専門を生かした学外委員会活動や講

師などの「地域貢献」、そして職位に応じた大学の「管理運営」への参加の４つの役割を担って

います。教員は基本的にはそれぞれ自律的に研究や地域貢献をしていますが、それらは沖縄県立

看護大学の使命の実現に貢献するものとして位置づけられます。研究に関しては、教員が行うも

のだけでなく、実践現場の看護職者と大学教員との協働により現場の課題に取り組む研究が増え

てきています。このような取組みは、実践現場の問題解決につながり看護の質を向上させるだけ

でなく、看護職者の研究能力を高め、看護学の発展に寄与すると考えます。

　教育研究に関する大学の組織的な取組みとしては、文科省から補助金を得て行っている事業

･･･「看護実践者（社会人）のための大学院博士前期課程入学準備プログラム」や「島嶼環境を活

かして学ぶ保健看護の教育実践－生活者の視点と協働能力を育む体系的な臨地実習－」、「島嶼看

護の高度実践指導者の育成－島嶼指導と遠隔指導の誘導型教育－」があります。これらは、看護

実践者の大学院進学を促進したり、島嶼の特徴を生かした保健看護教育の教育方法を開発したり、

島嶼看護という新たな領域における看護実践指導者の育成によって学問領域の可能性を拓くもの

で、これらの成果は広く看護実践や教育、研究に貢献することが期待できます。大学の行う社会

貢献には教育や研究を介した活動以外に、大学の諸資源を生かした看護継続教育の支援や離島僻

地の看護職のキャリア開発や活動支援、図書資料など知的資源の供用などがあります。

　公立大学は地域に認められ支えられることで存続していけます。同窓会は、大学と地域とを結

ぶ絆だと言えます。歴史ある沖縄県看護学校同窓会と若い沖縄県立看護大学同窓会との統合は、

沖縄県における看護教育の歴史を、発展的に継承していく上で喜ばしいことです。沖縄県立看護

大学同窓会の新たな出発と今後の活動を期待しています。

　なお、沖縄県立看護大学の設置から 10 年目までの歩みについては、「沖縄県立看護大学 10 周

年記念事業実行委員会編：開学 10 周年記念誌（2008）、平成 21 年３月発行」に詳しく掲載さ

れていますので、ご参考ください。　　　　　   （出典：看護教育 63 年の歩み p210 ～ 214. 2011）

Ⅱ．沖縄県立看護大学の 10 周年から 20 周年までの取り組み

　沖縄県立看護学校同窓会と沖縄県立看護大学同窓会が統合して 10 年目の節目を迎えました。ほぼ

時期を同じくして、沖縄県立看護大学は開学 20 周年を迎えました。

　開学 10 年目から 20 年目には、看護教育の幅を広げる教育プログラムの設置、島嶼地域を中心と

した地域貢献活動、ハワイ大学カウアイコミュニティカレッジに加え台北医学大学との交流や海外在

住のウチナーンチュナースとの交流などの国際交流が始まりました。この間に新たに始まった主な取

り組みについて紹介します。

１．教育

　平成 20 年には別科助産専攻が開設し、学部と大学院のそれぞれにおいて、新たな教育に取り

組む教育プログラムが文科省により採択されました。

　学部教育では質の高い大学教育推進プログラム「島嶼環境を活かして学ぶ保健看護の教育実践」

として、宮古島をモデル地区に、島嶼地域での実習を通して地域住民や実践現場の看護職や大学
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教員が協働し、実践および教育力を高め地域の活性化を図る取り組みを行ってきました。その後、

この実践八重山や久米島にも広がりました。本学の学生は卒業までに一度は看護実習を離島で行

うよう配置しており、学生が離島や離島で暮らす人々、離島での保健看護活動に関心を持つきっ

かけになっています。また、大学入試試験の制度の中には、開学当初から地域推薦がありました

が、定員枠が決まっておらず入学者がいないこともあり、地域推薦制度のあり方が課題になって

いました。令和２年度に実施した大学入試から、離島へき地枠として定数を設定し、島嶼へき地

で育った学生を積極的に受け入れ始めました。島嶼への関心を深めることは、対象を広い視野で

見つめ包括的に活動する‘保健看護’の概念を育てるものと考えています。大学院教育では、組

織的な大学院教育改革推進プログラム「島嶼看護の高度実践指導者の育成」として、大学院博士

前期課程と後期課程に島嶼保健看護の教育課程を設置して教育プログラムを開発し、学生を受け

いれました。文科省の支援期間を終了した後は通常の大学院教育課程として新たに設置し、教育

を継続しています。

　その後、大学院博士前期課程に専門看護師教育課程（平成 23 年に精神看護、老人看護、がん看護。

慢性看護、平成 26 年に小児保健看護、平成 27 年にプライマリー NP（ナースプラクティッショ

ナー））を設置し、修了生から専門看護師や NP の資格者が生まれ、それぞれの専門分野で活躍

しています。NP の教育課程は、平成 23 年に文科省により採択された、包括的専門看護師養成

の支援の終了に引き続き設置されたものです。

　別科助産専攻は、県内の関係者の強い要望に後押しされて設置されました。沖縄県の母子保健

の課題解決に主体的に取り組むことのできる助産師の育成を目標としています。設置当初は入学

者のほとんどが臨床経験のある人でしたが、現在は７割前後が看護基礎教育を終えてすぐに入学

しています。助産師に求められる役割の多様化に伴い、助産教育の充実が課題となっています。

２. 地域貢献

　地域貢献活動として、平成 23 年の地域医療再生基金による「島しょ・へき地の看護者の人材

育成・人材確保事業」と、地域医療介護総合確保基金「島嶼・へき地の地域包括ケアシステム構

築支援事業」があります。前者では島嶼地域の看護実践者の資質向上を目指して、段階ごとの研

修プログラムを開発し、実施しています。入門研修（島嶼地域の健康・生活と看護職の役割を知

る３時間コース）と第一段階研修（島嶼地域での勤務を促す５日間コース）は実施まで行いまし

たが、第２段階研修（島嶼地域の看護職に必要なスキル・知識、態度を学ぶ４週間コース）と第

３段階研修（島嶼認定看護師をめざす６か月コース）は教育プログラムの開発に留まりました。

現在、第１段階研修は県事業局の事業として研修が継続されており、本学では不定期で開催して

います。後者は、住民の主体性の発揮のための支援を行い、超高齢社会における島嶼型地域包括

ケアシステムを住民・行政・専門職が創出することを支援する取り組みです。モデルの小離島へ

の支援を経て支援プログラムを島々に波及するためのプログラム開発にも取り組んでいます。都

市地域での活動としては、那覇市の与儀町づくり協議会のメンバーとして、地域活動に参加して

います。

３．国際交流

　平成 23 年２月に、台北医学大学と学術協定を締結し、平成 28 年に学生の研修受け入れが始

まりました。ハワイ大学カウアイコミュニティカレッジに加え、学生たちの国際交流の範囲が広
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がりました。コロナ禍により、実際に往来しての研修は両校とも中止になってしまいましたが、

オンラインを活用した交流をもつなど、これまでのつながりを絶やさないようにしています。

　平成 28 年に沖縄県主催で開催された世界のウチナーンチュ大会の関連イベントとして、本学

と学生会、同窓会、後援会、沖縄県看護学術財団、沖縄県看護協会との共催により、世界ウチナー

ンチュナース・デイを開催しました。移民県である本県からは、看護学校の卒業生が米国を中心

として海外に移住し看護職として働いている方が多くいます。その中には帰省される時に母校を

訪れて学生と交流を持っている方がおられることを伺っていました。また、在学生の中には、海

外の看護事情や海外での活動に関心を持っている者がいますので、大会を機に県内の看護職、と

りわけ若い看護学生と海外の看護職との交流の機会とネットワークづくりを目的に開催しまし

た。その後、状況に応じてオンラインを活用するなどして交流が続いています。

　沖縄県立看護大学は、令和４年度から学校法人となります。大学の主体的自律的な運営が可能

になると共に責任も大きくなります。20 年の間に大学に対する地域社会の期待は大きくなって

きており、本学でもそれに対応するよう努力を重ねて参りました。同窓会の存在と支援は大学に

とってとても心強いものです。今後共、応援をよろしくお願いいたします。

2020 年３月　
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　沖縄県立看護大学が開学した当初、私達は先陣をきって看護大学の一歩をふみだしていくことに、

大きな期待と誇りをもちながらも、ある種のプレッシャーのようなものも感じておりました。新しい

カリキュラムの中で前例のないことに不安を抱えながらも必死で講義や実習に励んだことを覚えてい

ます。そのような様々な思いを抱えながらも、大学の四年間は、看護を学び追求することの喜びがあ

りました。それが現在の私達の看護観のベースになっていることは言うまでもありません。

2003 年には第１期生が卒業を迎え、卒業後も連絡が取り合えるようにと有志が集まり動きだしたの

が同窓会発足のきっかけとなり、他大学の同窓会活動を参考に、会則を作成、郵便局で口座を開設し

沖縄県立看護大学同窓会の発足となりました。

　初代会長である１期生の内間梨恵氏（旧制：長濱）を筆頭に、その後の卒業生へも引き継がれるよ

うに、翌年からは卒業式のリハーサル時に、卒業生へ同窓会の紹介と会費徴収の案内等の活動を始め

ました。

　しかし、卒業後は、殆どが臨床の現場に就職し、職場でいち早く独り立ちできるようになることを

目指し必死で仕事に励むため、同窓会活動に力を入れていくということが困難な状況でした。そのた

め３～４年経過する頃には、会費の徴収率が激減してしまう現状でした。そういった同窓会の現状を

改善しようと、教員の先生方の声かけで、再び卒業生が集まり、同窓会活動の見直しを始めました。

卒業生からは、「会費が高い」、「活動も見えないのに高い会費は払えない」「卒業生へのサービスがな

い」という声が多く出てきました。

　2006 年６月、発足以来初めての総会を開催、２代目会長には儀間麻子氏が就任し、卒業生の声を

もとに、会則の見直しを行い、2007 年６月の第２回総会では、終身会費３万円から１万円へと会則

の変更しました。

　また、2007 年３月には、沖縄県立看護大学初代学長上田礼子先生の退職記念として同窓会主催の

講演会を開催しました。初めての大きな試みでしたが、多くの卒業生、大学関係者が参加し盛況に終

えることが出来ました。

　2007 年 12 月、沖縄県立看護学校同窓会と沖縄県立看護大学同窓会の統合へ向けた一つの転機が

訪れました。沖縄県立看護大学教授の嘉手苅英子先生が仲介して下さり、両会の役員が顔合わせをし、

それぞれの抱負や思いを話しました。私たちにとっては、沖縄の看護を支え創り上げてきた大先輩で

あり、直接お話をお伺いしたときは大変感激しました。恥ずかしながら、その時に初めて、これまで

歩んできた長い歴史の上に現在の沖縄県立看護大学があるということを実感しました。

　このような中、2008 年は１期生が卒業して５年目を迎え、大学教員として働く卒業生が増えたこ

とで、大学との連携や協力が得やすくなりました。同窓会活動においても、同窓会をまず在校生に

知ってもらおうと、就職情報交換会の開催、大学が主催する卒業前の学生間の交流会へ参加するなど、

徐々に活動も増えました。それと同時に統合へ向けた両会の話が毎月１回行われました。その中では、

シビアにも統合のメリット、デメリットという話から始まりました。今正直にその時の心境を言えば、

「不安」という気持ちが大きかったと思います。それは、まだ看護大学同窓会の組織的なシステムが

全く成り立っておらず、まだまだ組織とは言い難いものであったこと、会費の徴収率ももはや 10％

創立 10 周年を迎えた県立看護大学同窓会活動

　第三代同窓会会長  安里　明友美

　　　　　　　　　  沖縄県立看護大学  ３期生
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以下まで下がってしまっているということ、一番には活動の中心となるマンパワーが限られているた

め、仕事との両立が難しいこと、そういった状況で延べ 8000 人近くの会員を迎え入れることが可能

なのかという「不安」でした。

　看護学校同窓会役員の先輩方は、そんな私たちの不安を全て受け止め、「納得しながらゆっくり考

えていきましょう」とおっしゃってくれました。

　両会の話し合いの場は、互いの思いを尊重しながらも、良い組織づくりをするための地位や年齢を

越えたディスカッションの場ともなり、私達に貴重な経験と学びを与えて下さいました。その会を重

ねる中で、沖縄の看護が 60 年余り歩んできた歴史があり、その上で私達は看護を学び、実践し、「継

承」していくこと、そして、それを私達がこれから繋いでいく役割があることをひしひしと感じまし

た。約１年半かけて組織統合への話し合いを行い、2009 年７月統合記念総会を開催、新会長には高

良弘子先生を迎え、多くの会員や関係者の方々からの激励をうけながらの出発となりました。統合を

きっかけに、経験豊富な先輩方にご指導を頂きながら、組織の基礎となる理事会、役員会の開催、事

務局設備の充実、会計システムの整理、見直しを行い、事務局体制は充実してきました。何よりも大

きな課題であった会費徴収率については、大学からの提案と協力を頂き 2010 年度新入生から入学時

に徴収するシステムを整え、大幅に徴収率を上げることが出来ました。マンパワーの確保、大学で働

く役員に少なからず負担がかかること、事務局の課題もまだまだ多くあります。一つ一つ検討を重ね

ながら、自立した組織を目指し、同窓会の目的に沿ったサービスの充実にも取り組んでいけたらと思

います。

　最後に、これまで沖縄県立看護大学同窓会を支えて下さいました会員の皆様、統合に向けてたくさ

んの知恵を与えて下さいました看護大学教授　嘉手苅英子先生、看護大学事務局長　有銘政勇様、そ

の他多くの関係者の皆様に心より深く感謝し、心より御礼申し上げます。

（出典：看護教育 63 年の歩み p214 ～ 216. 2011）
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１．沖縄県立看護大学　同窓会会則および組織

第１章　　総　則

（名　称）

第１条　名称は、沖縄県立看護大学同窓会（以下「本会」という）と称する。

（事務所）

第２条　本会は、事務所を沖縄県立看護大学（以下「大学」）内に置く。

第２章　　目的及び事業

（目　的）

第３条　本会は、会員相互の親睦を図り大学の発展を図ると共に、沖縄県における看護の向上に寄与

することを目的とする。

（事　業）

第４条　本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

　（１）学生及び大学との交流

　（２）諸団体との連携

　（３）その他本会の目的を達成するために必要な事業

第３章　　組織及び会員

（組　織）

第５条　本会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

　（１）会員

　（２）賛助会員（在学生、大学教職員、事務職員、元教員、その他本会の趣旨に賛同する個人及び

団体）

（会　員）

第６条　本会の会員は、各号に掲げる者とする。

　（１）沖縄県立看護大学卒業生

　（２）沖縄県立沖縄看護学校卒業生及び以下①～⑯の看護学校等卒業生

①宜野座病院附属看護婦学校、②名護病院附属看護婦学校、③沖縄中央病院附属看護婦学校、

④沖縄中央病院看護婦学校、⑤沖縄看護学校、⑥沖縄助産婦学校、⑦沖縄公衆衛生看護学校、

⑧琉球政府立コザ看護学校、⑨琉球政府立助産婦学校、⑩琉球政府立公衆衛生看護学校、

⑪琉球政府立那覇看護学校、⑫琉球政府立那覇看護学校（組織統合）、⑬沖縄県立コザ看護学校、

⑭沖縄県立那覇看護学校、⑮沖縄県立沖縄看護学校、⑯沖縄県立浦添看護学校

（会員の変更届）

第７条　会員は、転職、転居、改姓の都度その旨を本会事務所に届けるものとする。
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第４章　　役　員

（役員）

第８条　 本会に次の役員を置く。　　　　　　　　　　　

　（１）会長　　　　　　１名

　（２）副会長　　　　　３名

　（３）理事　　　　　　20名

　（４）幹事　　　　　若干名     

　（５）監査委員　　　　２名

　２．本会の事務業務を処理するため事務局として次の役員を置く。

　（１）事務局長　　　　１名

　（２）事務局長補佐　　１名

　（３）書記　　　　　　２名

　（４）会計　　　　　　２名

（役員の選任）

第９条　会長、副会長、理事及び監査委員は、理事会において会員の中から推薦し、総会において承

認する。

　２．事務局長、事務局長補佐、書記及び会計は、理事会の承認を得て会長が任命する。

　３．幹事は、各期会員の中から推薦し、理事会において承認する。

（役員の職務）

第１０条　役員の職務は、次のとおりとする。

　（１）会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

　（２）副会長は、会長を補佐し、会長に不測の事態がある場合にはその任務を代行する。

　（３）理事は、理事会において案件の処理に当たる。

　（４）幹事は、会務の分掌をする。

　（５）監査委員は、本会の会計事務を監査する。

　（６）事務局長は、本会の事務局を統轄する。

　（７）事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に不測の事態がある場合にはその任務を代行

する。

　（８）書記は、本会の書記事務を行う。

　（９）会計は、本会の会計事務を行う。

（役員の任期）

第１１条　本会の役員の任期は２年とし再任を妨げない。但し、任期を最長６年までとする。

　２．役員の任期が満了しても後任が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

（顧問）

第１２条　本会は、会長の推薦により、総会の承認を得て顧問を置くことができる。

（役員の補欠の選任）

第１３条　役員に欠員が生じた場合は、会務に支障がない限り補欠の選任は行わない。

　２．会務の都合により補欠の選任を行った場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（役員の手当）

第１４条　役員の職務に関する費用については、本会予算より支出し、会計規定で定める。
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第５章　　機　関

（機関）

第１５条　本会の機関は、総会、理事会、役員会とする。

（総会）

第１６条　総会は、本会の最高決議機関であって定期総会は毎年７月に開催するものとする。

又、会長が必要と認めたとき、理事の３分の１以上の要求がある場合は、臨時総会を開催するこ

とができる。

　２．総会は、会長が招集する。

　３．総会の議長は、総会において会員の中から選出する。

　４．総会の決議は、出席会員の過半数で決する。

　５．総会の決議事項は、次のとおりとする。

　（１）会則の制定及び改正に関すること。

　（２）会長、副会長、理事ならびに監査委員の承認に関すること。

　（３）予算及び決算の承認に関すること。

　（４）事業計画の承認に関すること。

　（５）その他重要な事項に関すること。

（理事会）

第１７条　理事会は、会長、副会長、理事、事務局長、事務局長補佐、書記、会計及び監査委員で構

成する。理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の３分の１以上から請求があるときに会長

がこれを招集し議長となり、次の事項を審議決定する。

　（１）会則の改正(案)の作成に関すること。

　（２）会長、副会長、理事及び監査委員の推薦に関すること。

　（３）幹事の承認に関すること。

　（４）予算及び決算に関すること。

　（５）事業計画に関すること。

　（６）会員名簿の編集に関すること。

　（７）寄付金品の受領承認に関すること。

　（８）その他必要な事項

　２．理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

　（軽易な事項）

第１８条　会長は、軽易な事項については理事に通知し理事会の決議に代えることができる。

　（議事録）

第１９条　会長は、総会の議事録を作って出席会員の２名と共に署名捺印してこれを保管しなければ

ならない。

（役員会）

第２０条　役員会は、会長、副会長、事務局長、事務局長補佐、書記及び会計をもって構成し、会長

が必要と認めたとき招集する。

２．役員会は会長が議長となり、次の事項について審議する。

　（１）理事会に提出する議案の作成

　（２）総会又は理事会で決議された事項の執行

　（３）その他必要な事項
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第６章　　支　部

（支部の設置）

第２１条　本会には、理事会が認めたとき支部を設置することができる。

　２．支部には、当該支部で選出した支部長を置き、支部長は理事となるものとする。

第７章　　会　計

（収入）

第２２条　本会の収入は、次の各号に定めるもの金品をもって充てる。

　（１）会費

　（２）寄付金

　（３）その他の収入

（会費）

第２３条　会員は、会費２万円を納めなければならない。会費は終身会費とし、会費の額は社会経済

情勢により変更することもある。一度、納入した会費は返金しない。

　２．在学生以外の賛助会員については、会費として５千円を納入する。

（費用）

第２４条　本会に必要な費用は、会費及びその他の収入をもって充当する。

（会計年度）

第２５条　本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。

（決算）

第２６条　本会の決算は、会計年度終了後帳簿決算を行い、貸借対照表、収支決算書及び財産目録等

を監査委員に提出し、同監査委員の意見を付して総会に提出しなければならない。

第８章　　書　類

（書類）

第２７条　本会に備える書類と保存年月は次のとおりとする。

　（１）会則　　　　　　　　永年

　（２）総会議事録　　　　　永年

　（３）会員名簿　　　　　　永年

　（４）予算決算等　　　　１０年

　（５）出納簿　　　　　　１０年

　（６）証票　　　　　　　１０年

　（７）その他重要書類　　１０年　

第９章　　個人情報保護に関する規定

（個人情報保護に関する規定）

第２８条　本会は、個人情報保護法に基づき会員の情報を慎重に取り扱う。なお、本会の個人情報保

護指針は、細則で定める。
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第１０章　　　会則の改正

（会則の改廃）

第２９条　本会会則の改正は、総会の決議による。

（委　任）

第３０条　本会会則の施行に必要な細則は、理事会が定める。

　附　則

１　本会会則は、2009年７月４日から施行する。

２　本会設立前に、沖縄県立沖縄看護学校同窓会及び沖縄県立看護大学同窓会の会員であった者

は、本会の会員とみなす。

３　本会の設立初年度の会計年度は、第25条の規定にかかわらず、2009年７月4日から2010年

３月31日までとする。

４　沖縄県沖縄県立看護学校同窓会会則（平成18年７月29日制定）及び沖縄県立看護大学同窓

会会則（平成制定）は廃止する。

５　この会則施行の際、現に沖縄県沖縄看護学校同窓会会則及び沖縄県立看護大学同窓会に基づ

いて行われた行為については、この会則により決定されまたは行われたものとみなす。

６　この会則は、2011年７月16日から一部改正され施行する。

７　この会則は、2012年７月21日から一部改正され施行する。

８　この会則は、2016年８月６日から一部改正され施行する。

　本会事務所

　　〒902－0076　沖縄県那覇市与儀１丁目24番１号　　沖縄県立看護大学内
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会員 (12,036 名）

宜野座病院附属看護婦学校 １～２期　 （23名）

名護病院附属看護婦学校 １～４期　（103名）

コザ看護学校 １～43期（2,554名）

沖縄助産学校 １～２期　 （24名）

沖縄公衆衛生看護学校 １～10期　（190名）

那覇看護学校　　　第１看護学科 １～32期（1,605名）

 第２看護学科 １～７期　（188名）

 保健学科 11～36期　（491名）

 助産学科 ３～28期　（355名）

沖縄看護学校　　　　　看護学科 １～10期（1,856名）

 保健学科 １～11期　（227名）

 助産学科 １～11期　（216名）

沖縄県立浦添看護学校　第１学科 １～27期（1,114名）

第２学科 １～29期（1,763名）

沖縄県立看護大学 １～17期（1,327名）

賛助会員（９名）
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２．沖縄県立同窓会幹事及び賛助会員

宜野座病院附属看護婦学校同窓会幹事

期 氏　　名 期 氏　　名 　 　 　 　

1 松　本　菊　子 2 与　嶺　文　子 　 　 　 　

名護病院附属看護婦学校同窓会幹事

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 兼　本　良　子 2 内　間　千　代 3 金　城　幸　子 4 伊　佐　幸　子

コザ看護学校同窓会幹事

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 仲　吉　恵美子 2 上　地　富　子 3 垣　花　清　子 4 仲宗根　タツ子

5 与　儀　千代子 6 前　田　洋　子 7 前　田　須加子 8 大　城　芳　枝

9 高　良　弘　子 10 備　瀬　信　子 11 上江田　ヨシ子 12 川　根　幸　子

13 我如古　康　子 14 仲　里　すみ子 15 蔭　山　和　代 16 比屋根　文　子

17 奥　平　登美子 18 照　屋　澄　子 19 山　川　桂　子 20 佐久田　ユキエ

21 石　川　幸　代 22 長　浜　マチ子 23 桑　江　喜代子 24 我　謝　初　江

25 砂　川　瑞　枝 26 山　口　和　子 27 神　山　廣　子 28 大　田　貞　子

29 玉那覇　美佐枝 30 下　地　孝　子 31 比　嘉　真利子 32 當　間　幸　子

33 大　城　英　子 34 上　間　とも子 35 島　袋　盛　人 36 謝　花　小百合

37 津　波　幸　代 38 比　嘉　千恵美 39 那　覇　　　剛 40 安座間　トモ子

41 伊　礼　　　優 42 金　城　光　枝 43 與　儀　裕　子 　 　

那覇看護学校同窓会幹事　 第１看護学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 島　尻　貞　子 2 前　原　恵　子 3 川　満　睦　子 4 新　里　慶　子

5 小　浜　洋　子 6 宮　城　テ　ル 7 与　座　圭　子 8 与那嶺　フジ子

9 宮　里　光　子 10 洲　鎌　則　子 11 上　原　久　子 12 津　波　初　枝

13 豊見本　たづ子 14 川　端　淳　子 15 上運天　弘　子 16 目取真　久　子

17 国　吉　郁　子 18 伊　波　邦　子 19 新　垣　章　子 20 知　念　厚　子

21 安　里　洋　子 22 岸　本　和　子 23 仲　田　智　美 24 吉　川　るみ子

25 前　泊　典　子 26 西　表　由紀子 27 玉　城　寿加子 28 嘉　陽　正　人

29 与那原　徳　子 30 新　垣　清　乃 31 渡嘉敷　清　代 32 宮　國　友　美

那覇看護学校同窓会幹事 第２看護学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 玉　城　律　子 2 平　田　哲　子 3 小　禄　淳　子 4 志　茂　淳　子

5 親　川　純　子 6 伊　礼　順　子 7 渡嘉敷　すが子 　 　
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那覇看護学校同窓会幹事 保健学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 金　城　洋　子 2 稲　福　文　子 3 新　里　厚　子 4 松　田　紀　子

5 玉　城　広　子 6 末　吉　ツル子 7 荷川取　啓　子 8 喜　納　竹　子

9 山　城　昌　子 10 宮　城　利恵子 11 名嘉地　静　枝 12 中　澤　祥　子

13 又　吉　キヨ子 14 島　田　スミ子 15 下　地　ヨシ子 16 上　原　ヒサ子

17 大　浜　淳　子 18 玉　城　ヒロ子 19 金　城　マサ子 20 比　嘉　恵美子

21 伊良部　佳　恵 22 友　利　悦　子 23 金　城　絹　子 24 平　良　久美子

25 吉　本　せつ子 26 島　袋　富美子 27 伊　禮　智　子 28 玉　城　浩　江

29 新　垣　さと子 30 仲　田　智　美 31 上　原　由理子 32 宮　里　澄　子

33 金　城　美　香 34 崎　浜　智　子 35 田　名　彩　子 36 高　嶺　雅　子

那覇看護学校同窓会 助産学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 与　嶺　文　子 2 伊　礼　クニ枝 3 新　垣　キミ子 4 豊　里　ハ　ル

5 名嘉真　美津子 6 福　原　美恵子 7 比　嘉　勝　美 8 安谷屋　信　子

9 垣　花　美智江 10 名　嘉　るり子 11 金　武　ミツ子 12 仲　西　三枝子

13 阿　嘉　和　美 14 新　里　まゆみ 15 石　原　佐和子 16 仲　本　留美子

17 仲　村　孝　子 18 真栄城　勝　子 19 吉　村　邦　枝 20 嘉　数　いづみ

21 知　念　　　望 22 我那覇　直　美 23 稲　福　郁　子 24 濱　田　千斗星

25 大　城　まゆみ 26 大　浜　さゆみ 27 伊志嶺　悦　子 28 玉　城　三千代

沖縄看護学校同窓会幹事 看護学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 名　嘉　　　剛 2 渡慶次　ケイ子 3 又　吉　　　睦 4 船　越　栄　輝

5 金　城　　　明 6 島　田　進　也 7 新　里　佳　彦 8 大　城　清　貴

9 10 長　嶺　　　亮 　 　 　 　

沖縄看護学校同窓会幹事　 保健学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 普久原　阿津子 2 宮　城　邦　子 3 大　保　清　美 4 東　　　英　二

5 赤　嶺　加寿美 6 小　川　　　守 7 島　袋　尚　美 8 内　間　久美子

9 平　良　真紀子 10 池　田　祐美江 11 宮　平　千　里 　 　

沖縄看護学校同窓会幹事 助産学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 仲　間　富佐江 2 安谷屋　裕　子 3 前　田　すぎの 4 金　城　弘　美

5 宮　城　陽　子 6 儀　間　真紀子 7 与那覇　美佐子 8 大　城　康　子

9 伊　保　百　恵 10 崎　山　あかね 11 垣　花　　　円 　 　
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  浦添看護学校同窓会幹事　 第１学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 田　場　桂　子 1 久　場　佳代子 2 大　城　早　苗 3 比　嘉　由　子

4 神　里　昌　二 5 安　里　光　代 6 安　里　智恵美 7 安　里　まゆみ

8 又　吉　　　慶 9 佐次田　友　子 10 山　城　律　子 11 大　城　美和子

12 城　間　玲　子 13 湧　川　敦　也 14 東　江　かおり 15 赤　嶺　さおり

16 長　浜　千　尋 17 赤　嶺　美由紀 18 池　畑　弓美江 19 崎　濱　　　恵

20 大　城　亜希子 21 仲　松　尚　美 22 神　谷　奈々子 23 上　田　孝　子

24 平　山　千　春 25 川　崎　晴　江 26 宇　良　亨　子 27 新　城　美奈子

浦添看護学校同窓会幹事 第２学科

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 徳　元　和　子 2 津　田　朝　明 3 菊　地　君　子 3 金　城　司　朗

4 謝　花　貴　子 5 上　間　千鶴子 6 仲　間　　　彬 7 城　間　清　一

8 仲宗根　　　悟 9 大　内　智　博 10 石　川　徳　光 11 鶴　岡　　　悟

12 砂　川　明　美 13 森　根　　　伸 14 新　里　　　等 15 宮　里　　　毅

16 大　城　ナツ子 16 津波古　克　代 17 瀬　底　長　昭 17 屋　我　平　盛

18 上江洲　由　信 18 新　垣　康　弘 19 宇　室　直　秀 19 名　嘉　勇　二

20 上　原　一　友 20 新　垣　育　美 21 泉　川　奈　々 21 島　袋　幸　子

22 与那嶺　　　勲 22 金　城　久　枝 23 糸　数　弘　恵 23

24 垣　花　　　亮 24 久　高　将　樹 25 伊　佐　新　誠 25 喜屋武　聡　子

26 上　原　吾　一 26 許　田　敏　行 27 具志堅　　　潤 27 小　川　かおり

28 新　垣　　　督 28 比　嘉　妙　子 29 崎　山　直　樹 　

沖縄県立看護大学同窓会幹事

期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名 期 氏　　名

1 伊良波　理　絵 1 並　里　紀　子 2 高　原　美　鈴 2 比　嘉　梨　奈

3 東嵩西　寿　枝 3 伊牟田　ゆかり 4 堤　　　梨　那 4 浜　里　眞　衣

5 比　嘉　　　梢 5 仲　地　由紀乃 6 奥　間　美　香 7 城　間　俊　一

7 金　城　祥　子 8 大　城　育　子 8 下　門　健　人 9 江　洲　鮎　美

9 石　塚　あ　や 9 上　里　　　唯 10 木　村　隆　太 10 山　城　美　奈

11 備　瀬　水　貴 11 大　嶺　健　一 11 宮　城　保　将 12 石　川　綾　乃

12 伊　波　千　尋 13 14 伊　波　慶　亮 14 東恩納　　　萌

15 嘉　数　雄　太 15 宮　里　咲　希 16 小　野　健太郎 16 嘉　陽　勇　太

16 丸　野　聡　恵 17 城　間　菜　緒 17 長　嶺　桃　子 17 松　田　於　土
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賛助会員

No 氏　　名 所　　　　　属

1 野　口　美和子 沖縄県立看護大学元学長

2 嘉手苅　英　子 沖縄県立看護大学学長　

3 前　田　和　子 沖縄県立看護大学元学長

4 峰　岸　まや子 沖縄県立看護大学元教授

5 仲　里　幸　子 沖縄県立看護大学元教授

6 牧　内　　　忍 沖縄県立看護大学准教授

7 宇　良　俊　二 沖縄県立看護大学元教員

8 永　島　すみえ 沖縄県立看護大学教授　

9 大　川　嶺　子 沖縄県立看護大学教授
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３．沖縄県立看護大学同窓会役員・理事一覧

年　　度
平成21年度（2009）

～
平成22年度（2010）

平成23年度（2011）
～

平成24年度（2012）

平成25年度（2013）
～

平成26年度（2014）

平成27年度（2015）
～

平成28年度（2016）

平成29年度（2017）
～

平成30年度（2018）
平成31年度（2019）

顧　　問
嘉手苅　英　子

金　城　芳　秀
金　城　芳　秀 大　湾　明　美 金　城　芳　秀 神　里　みどり 神　里　みどり

会　　長 高　良　弘　子 古　謝　フミ子 古　謝　フミ子 吉　川　千恵子 吉　川　千恵子 安　里　明友美

副 会 長 久　場　常　子 安　里　明友美 中　村　洋　子 中　村　洋　子 宮　里　　　毅 玉　城　三千代

安　里　明友美 翁　長　多代子 宮　里　　　毅 宮　里　　　毅 玉　城　三千代 西島本　政　一

－ － 宮　里　美沙子 宮　里　美沙子 知　念　久美子 高　原　美　鈴

書　　記 翁　長　多代子 中　村　洋　子 泉　　　侑　里 西島本　政　一 西島本　政　一 崎　原　盛　貴

高　原　美　鈴 大　城　美沙子 神　谷　初　音 祖　慶　友真子 祖　慶　友真子 宮　城　恵　子

会　　計 永　吉　ルリ子 塩　川　明　子 玉　城　久美子 玉　城　三千代 當　間　紀　子 東嵩西　寿　枝

菊　谷　愛　子 糸　数　仁　美 玉　城　三千代 荻　堂　亜梨沙 荻　堂　亜梨沙 大　城　真理子

事務局長 並　里　紀　子 高　原　美　鈴 伊良波　理　絵 金　城　里　奈 金　城　里　奈 知　念　久美子

事務局長補佐 － － 宮　里　暁　乃 山　城　英　恵 源　河　朝　治 伊良波　　　賢

監査委員 新　里　厚　子 名嘉地　静　枝 名嘉地　静　枝 照　屋　明　美 照　屋　明　美 照　屋　明　美

玉　城　久美子 菊　谷　愛　子 糸　数　仁　美 糸　数　仁　美 東髙西　寿　枝 瀬　底　長　昭

理　　事 與　儀　千代子 與　儀　千代子 與　儀　千代子 久　場　常　子 久　場　常　子 照　屋　清　子

兼　本　良　子 兼　本　良　子 島　尻　貞　子 翁　長　多代子 翁　長　多代子 石　川　幸　代

金　城　英　子 金　城　英　子 大　城　房　子 与那嶺　フジ子 瀬　底　長　昭 洲　鎌　則　子

島　尻　貞　子 大　城　房　子 比　嘉　勝　美 瀬　底　長　昭 新　里　　　等 阿波連　由美子

大　城　房　子 仲　座　明　美 嘉　数　いづみ 新　里　　　等 高　原　美　鈴 下　地　節　子

仲　座　明　美 友　利　藍　子 久　場　常　子 古　謝　フミ子 古　謝　フミ子 中　村　洋　子

友　利　藍　子 比　嘉　勝　美 吉　川　千恵子 洲　鎌　則　子 洲　鎌　則　子 西　銘　美喜子

比　嘉　勝　美 賀　数　いづみ 翁　長　多代子 石　川　幸　代 石　川　幸　代 慶　田　須意子

賀　数　いづみ 安座真　和　美 与那嶺　フジ子 照　屋　清　子 照　屋　清　子 山　川　将　人

安座真　和　美 久　場　常　子 奥　間　美　香 阿波連　由美子 阿波連　由美子 山　口　初　代

下　地　ヒロ子 吉　川　千恵子 並　里　紀　子 下　地　節　子 下　地　節　子 宮　里　美沙子

名嘉地　静　枝 伊　礼　幸　子 金　城　祥　子 並　里　紀　子 中　村　洋　子 佐久川　千　咲

伊良波　理　絵 伊良波　理　絵 下　門　健　人 金　城　祥　子 宮　城　恵　子 金　城　里　奈

安　里　真由美 安　里　真由美 安　里　明友美 下　門　健　人 西　銘　美喜子 源　河　朝　治

奥　間　美　香 奥　間　美　香 高　原　美　鈴 安　里　明友美 前大舛　直　美 宮　里　　　毅

上　原　梨　那 並　里　紀　子 石　塚　あ　や 高　原　美　鈴 慶　田　須意子 前　原　清　美

知　念　久美子 伊牟田　ゆかり 木　村　隆　太 宮　城　あ　や 山　口　初　代 大　城　清　貴

東嵩西　寿　枝 玉　城　久美子 備　瀬　水　貴 木　村　隆　太 山　川　将　人 吉　川　千恵子

比　嘉　　　梢 金　城　祥　子 瀬　底　長　昭 備　瀬　水　貴 宮　里　美沙子 祖　慶　友真子

大　城　美沙子 下　門　健　人 新　里　　　等 朝　永　結　子 佐久川　千　咲 當　間　紀　子
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４．沖縄県立看護大学同窓会 10 年の経過

年　　月 内　　　　　　容

2008（平成20）年度

―県立看護学校・

　看護大学同窓会

　統合準備期間―

７月沖縄県立沖縄看護学校同窓会にて

　県立看護学校同窓会・県立看護大学同窓会の統合を決議

　県立看護学校同窓会14名・県立看護大学同窓会15名の合同役員会議実施

合同役員会（15回）・合同理事会（２回）にて下記の統合準備を進めた。

　１．統合後の同窓会の名称の検討

　２．同窓会会則（案）作成

　３．役員選出(案)作成

　４．幹事名簿作成

　５．事業計画(案)作成

　６．活動計画(案)作成

　７．予算(案)作成

　８．沖縄県立看護大学同窓会統合記念総会開催プログラム作成など。

2009（平成21）年度

―統合記念総会―

沖縄県立看護大学同窓会統合記念総会・記念講演・茶話会

―沖縄県立沖縄看護学校同窓会・沖縄県立看護大学同窓会―

　　　　　　　　　　　　　　　日時：2009年７月４日（土）　　

　　　　　　　　　　　　　　　場所：県立看護大学４階　参加者120人

第１部　統合記念総会

　　会長挨拶：沖縄県立看護学校同窓会長から統合後会長へ　高良弘子

　　　　　　　沖縄県立看護大学同窓会長から統合への抱負　安里明友美

　　来賓祝辞：沖縄県福祉保健部長　奥村啓子

　　　　　　　沖縄県立看護大学長　野口美和子

　　来賓紹介　看護協会長外大学関係者

Ⅰ報告事項　合同役員会（15回）、合同理事会報告（２回）

前年度準備期間に討議した事項について報告し、以下の協議事項にした。

Ⅱ協議事項　

　第１号議案　県立看護大学同窓会会則

　第２号議案　2009 ～ 2010年度事業計画

　　１）在校生へ支援：①就職情報交換会（４年次）、

　　　　　　　　　　　　②国家試験激励、

　　　　　　　　　　　　③卒業前交流会（卒業祝品贈呈）

　　２）大学行事へ参加：①式典へ参加と盛花寄贈、

　　　　　　　　　　　　②大学祭へ参加・交流

　　３）会員への情報発信（講演会の企画、大学で開催される講演会への案内

　　４）諸団体との連携

５）事務局の新設と整備・運営：インターネット開通等の環境整備、事務機器の整備

　　　　　　　　　　　　　　　（大学内の１室を借用する）

　第３号議案　2009 ～ 2010年度予算：（可決）

①県立看護学校同窓会より1,671,132円繰越金、県立看護大学同窓会より1,630,063円繰

越金を原資とし、学生の終身会費20,000円(入学時10000円、卒業時10000円納入)

を収入源として予算案を作成。

　　②将来同窓会の記念事業の１部に200,000円積立金を設定する。

　第４号議案　2009 ～ 2010年度　役員及び理事選出（可決）

第２部　記念講演　

　　　　講師　沖縄県立看護大学　学長　野口美和子

　　　　演題　 「沖縄県立看護大学における島嶼看護学への取組み」

第３部　茶話会

　　　　場所：学内食堂エンジエル
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年　　月 内　　　　　　容

2011（平成23）年度 同窓会総会・特別講演会開催　日時：2011年７月16日（土）

　　　　　　　　　　　　　　場所：県立看護大学　視聴覚室

第１部　総会・特別講演

Ⅰ報告事項　

　１．2009－2010年度活動報告の概要

　　１）在 校 生 へ 支 援：①就職情報交換会（大学と共催）、

②学習活動支援（県内外活動を助成）、③国家試験激励会、

④卒業前交流会（卒業祝贈呈、４年次部会・後援会と共催）

　　２）新入生入会案内

　　３）大学行事へ参加：①入学・卒業式典への参加と盛花寄贈、

②大学祭への参加・交流（出店）、

③野口美和子学長退官式典へ出席

　　４）諸団体との連携：「沖縄県看護学術講演会」における共催

　　５）会員への情報発信：「沖縄県看護学術講演会―養老孟司」理事を通して会員へ整

理券配布

　　６）事 務 局 運 営：インターネット開通、事務所内の整備

　　７）運営に関すること：役員会10回　理事会４回

　２．2009－2010年度決算報告

　３．2009－2010年度監査報告

Ⅱ協議事項　

　第１号議案　県立看護大学同窓会会則一部改正（可決）

　第２号議案　2011―2012年度事業計画及び活動計画（可決）

１．在校生への支援、２．大学行事への参加、３．諸団体との連携、

４．会員への情報発信(講演会など）、５．事務局整備（インターネット

環境整備、事務機器の整備）、６．浦添看護学校同窓会の本同窓会への統

合について

　第３号議案　2011－2012年度予算（可決）

　第４号議案　2011－2012年度役員選出（可決）

特別講演

　　　　　講師　沖縄県立看護大学　学長 前田和子

　　　　　演題　「私のワークライフ・バランス」

2012（平成24）年度

―看護大学・浦添

　看護学校同窓会

　統合準備期間―

同窓会総会・特別講演会開催　日時：2012年７月21日（土）

　　　　　　　　　　　　　　場所：県立看護大学２階視聴覚室

第１部　総会・特別講演

Ⅰ報告事項　

　１．2011年度活動報告の概要

　　１）新旧役員会及び引き継ぎ

２）在学生への支援：①就職情報交換会、②学習活動支援、③国家試験激励会、

④卒業前交流会（同窓会活動紹介、卒業祝い贈呈）

３）大学行事への出席　①式典出席・盛花寄贈、②看大祭参加・交流（バザー、出店）

４）同窓会ホームページの開設について

５）賛助会員の募集・案内について

６）入学時及び卒業時（約７割）の同窓会費納入状況につて

７）運営に関すること：役員会10回　理事会３回

　２．決算報告

　３．監査報告
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年　　月 内　　　　　　容

Ⅱ協議事項　

　第１号議案　同窓会会則一部改正（可決）

　第２号議案　2012年度活動計画（可決）

　　１）在校生への支援、２）同窓生への情報発信、３）大学行事への参加、

　　４）事務局の環境整備

　第３号議案　2012年度予算（可決）

　第４号議案　沖縄県立浦添看護学校同窓会との統合に向けて（継続）

特別講演

　　　　講師　伊良皆善子　プロジェクトzenko代表取締役　

　　　　演題　 「こころ豊かに」

学習活動助成報告　

　　国際ケアリング学会及び県外学生との交流企画

　　　①国際ケアリング学会参加：場所 日本赤十字広島看護大学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学生交流集会で発表

　　　②九州学生との自主交流会：場所 国際医療福祉大学

2013（平成25）年度

―統合記念総会―

同窓会・浦添看護学校同窓会統合総会・特別講演、記念式典　

　　　　　　　　　　　　　　　期日：2013年７月20日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　場所：ホテル日航グランドキャッスル

第１部　総会・特別講演

Ⅰ報告事項　

　１．2012年度活動報告の概要

１）県立看護大学同窓会・県立浦添看護学校同窓会統合ワーキング報告

２）在校生への支援：①就職セミナー、②国家試験激励、③学習活動支援、

　　　　　　　　　　　④卒業前交流会

３）大学行事への出席：①式典出席・盛花寄贈、②看大祭参加・交流

４）同窓会幹事名簿のチェックと補填について　

５）ホームページの開設「沖縄県立看護大学同窓会 公式ホームページ」

　　　　　　　　　　　　http://okikandosokai.com　　　

６）運営に関すること：役員会17回、理事会３回　

　２．決算報告

　３．監査報告

Ⅱ協議事項　

　第１号議案　同窓会会則１部改正－第６、８、９、10、17、20条１部改正

　第２号議案　2013年度活動計画

１）在学生への支援、２）同窓生への情報発信、３）大学行事への参加、

４）事務局体制の整備

　第３号議案　2013年度予算

　　　浦添看護学校同窓会の1,700,000円を会費として収入に加算する。

　第４号議案　2013 ～ 2014年度役員選出：事務局長補佐１人設置（可決）

特別講演　講師　前沖縄県立看護大学・大学院教授　當山富士子

　　　　　演題　 「次代へ語り継ぐ看護の心とは－沖縄戦によるこころの傷－」

第２部　記念式典・茶話会　

　　　　県立看護大学同窓会・県立浦添看護学校同窓会統合記念

　　　　　祝辞　県立看護大学同窓会長　　　古謝フミ子

　　　　　　　　県立浦添看護学校同窓会長　菊池君子

　　　　　浦添看護学校同窓会より1,700,000円会費として寄贈

学習活動助成報告　

　　①渡嘉敷研修　②食育講演会開催、

　　③「かんたま祭」九州学生主催　各大学サークル活動紹介参加
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年　　月 内　　　　　　容

2014（平成26）年度 同窓会総会・特別講演会開催　期日：2014年８月16日（土）

　　　　　　　　　　　　　　場所：ホテル日航グランドキャッスル

Ⅰ報告事項　

　１．2013年度活動報告の概要

　　１）役員等（会長、事務局、会計、書記）引き継ぎ

　　２）在 学 生 へ の 支 援：①就職セミナー、②国試激励、③卒業前交流会、

　　　　　　　　　　　　　　④学習活動支援

　　３）同窓生への情報発信：ホームページによる活動の発信

　　４）大学行事への参加：①式典への出席・盛花寄贈、②看大祭への参加・交流

　　５）「看護教育63年あゆみ」販売について看大祭で展示したが売上なし。

　　６）同窓会費納入の検討

　　７）運営に関すること：役員会14回、理事会２回

　２．決算報告：コザ看護学校５期生会及び旧同窓会、総会講師より寄付有

　３．監査報告

Ⅱ協議事項　

　第１号議案　2014年度事業計画

　　１）在学生への支援、２）同窓生への情報発信、３）大学行事への参加

　第２号議案　2014年度予算

特別講演　講師　医療法人社団輔仁会　

　　　　　　　　嬉野が丘サマリヤ病院　栗山登至

　　　　　演題　 「人生の最期に寄り添う―その人らしく生きるために―」

学習活動助成報告　

　　①第32回思春期学会・学術集会参加

　　②Ｈ26年宮古島トライアスロン参加・救急看護体制を学ぶ　

2015（平成27）年度 同窓会総会・特別講演会開催　期日：2015年７月18日（土）

　　　　　　　　　　　　　　場所：沖縄県立看護大学

Ⅰ報告事項　

　１．2014年度事業報告の概要

　　１）在 学 生 へ の 支 援：①就職セミナー、②国家試験激励、③卒業前交流会、

　　　　　　　　　　　　　　④学習活動支援

　　２）同窓生への情報発信：ホームページによる活動紹介

　　２）大学行事への参加：①式典への出席・盛花寄贈、②看大祭への参加・交流

　　３）県立浦添看護学校の記念碑建立の場所について

　　４）宮古地区及び八重山地区同窓会員訪問による活動報告

　　５）事　務　局　活　動：同窓会オリジナルグッズ販売（ポロシャツ、バック）

　　６）運営に関すること：役員会９回、理事会２回

　２．決算報告

　３．監査報告

Ⅱ協議事項

　第１号議案　2015年度事業計画　

　　１）在学生への支援、２）同窓生への講演会・情報発信、３）大学行事への参加、

　　４）事務局体制の整備（ホームページの充実）

　第２号議案　2015年度予算

　第３号議案　2015 ～ 2016年度役員選出

特別講演　講師　北中城若松病院認知症研修室課長　大久保千賀子 氏

　　　　　演題　「地域でつながろう　認知症支援の輪」

学習活動助成報告

　　①島嶼保健看護研修への参加（座間味島・阿嘉島）
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2016（平成28）年度 同窓会総会・特別講演会開催　期日：2016年８月６日（土）

　　　　　　　　　　　　　　場所：沖縄県立看護大学

Ⅰ報告事項

　１．2015年度事業報告の概要

　　１）在学生への支援：①就職セミナー、②国家試験激励、③卒業前交流会、

　　　　　　　　　　　　　④学習活動支援助成４件

　　２）会員の資質向上：①講演会の実施、②SNSアカウント取得し同窓会活動の広報

　　　　　　　　　　　　　や連絡ツールとして活用した。

　　３）大学行事への参加：①式典出席・盛花寄贈、②卒業生へのホームカミングデイ

　　　　　　　　　　　　　広報協力、③看大祭への参加・交流

　　４）看護学校閉校記念碑へ浦添看護学校を追加刻銘・刻銘式

　　５）事　務　局　活　動：グッズ作成と学内販売

　　６）運営に関すること：役員会９回　理事会２回

　２．2015年度決算報告

特別会計設定：2009年～ 2015年度までの積立金120万円に一般会計より500万円

充当し620万円を充てる

　３．2015年度会計監査、特別会計監査報告

Ⅱ協議事項

　第１号議案　2016年度事業計画

　　１）在学生への支援、２）会員の資質向上、３）大学行事への参加　

　　４）諸団体との連携「第６回世界のウチナーンチュ大会」関連事業

　　　　　　　　　　　 「世界のウチナーンチュ・ナースデイ」事業の共同開催

　　５）諸規程集の検討：副会長を中心に検討会を発足する

　第２号議案　2016年度予算：「世界のウチナーンチュ・ナースデイ」事業へ30万円分担

　第３号議案　会則１部改正：第17条を１部改正

特別講演　講師　沖縄県立看護大学学長　嘉手苅英子 氏

　　　　　演題「沖縄県立看護大学の歩み―開学から現在、そしてこれから―」

学習活動助成報告

　①「第34回思春期学会・学術集会」参加（大阪）、②「沖縄学生サミット2015」参加（沖縄）

　③　島嶼保健看護合同短期研修（池間島）

④「高価値尊重社会の実現に寄与する学生を要請する教育共同体の構築へ参加（国立

国際医療センター）

2017（平成29）年度 同窓会総会・特別講演開催　期日：2017年７月30日（日）

　　　　　　　　　　　　　場所：沖縄看護大学

Ⅰ報告事項

　１．2016年度事業報告の概要

　　１）在 学 生 へ の 支 援：①国家試験激励会、②卒業前交流会、③学習活動支援助成

　　２）大学行事への参加：①式典出席・盛花寄贈、②卒業生へホームカミングデイ広

報協力、③看大祭への参加・交流

　　３）会 員 の 資 質 向 上：①講演会、②情報発信SNSによアる同窓会活動の広報や連

絡ツールとして活用した。

　　　　　　　　　　　　　　③宮古・八重山地区同窓会員代表を総会へ招聘

　　４）諸 団 体 と の 連 携：①第６回世界のウチなーンチュ大会連携イベント「世界の

ウチなーンチュ・ナースデイ」開催に伴う企画・運営

　　　　　　　　　　　　　　期　　日：2016年10月29日、

　　　　　　　　　　　　　　場　　所：県立看護大学

　　　　　　　　　　　　　　共催団体：本同窓会、県立看護大学、県看護協会、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県看護学術振興財団

年　　月 内　　　　　　容
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②関係学会への協力：日本看護教育学学会

（学会長 嘉手苅英子）の広告掲載依頼に協力した。

　　５）事　務　局　活　動：①行政財産使用許可

（記念碑設置場所）の手続き（県庁へ）、

②グッツ販売（入学式後、大学祭時）、③賛助会員募集、

④関係者及び各幹事へ年賀状送付、

⑤役員会・理事会開催準備（会議次第の調整と資料作成）

⑥学生活動支援（学生部長、学生委員会、学生への広報）、

⑦ホームページ等の管理

　　６）同窓会諸規定集の検討：副会長を中心、

①個人情報保護に関する細則、②情報管理規程、

③会計規程の見直し、慶弔規程の見直しなど

　　７）運営に関すること：役員会10回　理事会２回

　２．2016年度決算報告・特別会計決算報告

　３．2016年度会計監査報告・特別会計監査報告

Ⅱ協議事項　

　第１号議案　2017年度事業計画

　　１）在学生への支援、２）会員の資質向上、３）大学行事への参加

　　４）同窓会支部設置の関する調査、５）事務局体制の整備

　　会員より質問：各期幹事の年齢と役割（同期生への連絡）について

①会員の高齢化に伴い年齢の上限を決めてもよいのではないか。

②同期生への連絡が負担になっている。ホームページなどの活用で

負担を考慮してほしい。

　　会長より答弁：①高齢化していることは確かであるが、健康度が異なるので年令の上

限を決めることは妥当でないと考える。

②幹事の役割として、これまで同期生への連絡が義務になっている

ことは確かである。検討したい。

　第２号議案　2017年度予算

　第３号議案　2017年度～ 2018年度役員・理事改選

特別講演　講師　マンマ家クリニック　大家　久高学 氏

　　　　　演題　「笑いと健康と仕事」

学習活動助成報告

　①熊本県復興支援ボランティア活動に参加して学んだこと。

2018（平成30）年度 同窓会総会・特別講演開催　期日：2018年７月14日（土）

　　　　　　　　　　　　　場所：沖縄県立看護大学

Ⅰ報告事項

　１．2017年度事業の実施概要

　　１）在学生への支援：①国家試験激励会、②学習活動支援助成、③卒業前交流会

　　２）会員の資質向上：①講演会の開催、

②情報発信（ＳＮＳアカウントによる同窓会活動の広報、連

絡ツールとして活用）

　　　　　　　　　　　　③宮古・八重山同窓会員代表を総会へ招聘

　　　　　　　　　　　　④卒業生の質向上のためのワーキング会議開催

　　３）大学行事へ参加：①式典出席・盛花寄贈、②看大祭への参加・交流

　　　　　　　　　　　　③看護大学20周年記念事業への協力

　　４）総会で質問のあった会員の年齢制限及び幹事の役割について

　　　　　役員会・理事会で検討した結果、

　　　　　　①会員の年齢制限はしない。

　　　　　　②幹事の役割（同期生への連絡の義務）は解き、できる範囲とする。

年　　月 内　　　　　　容
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③会員への連絡はホームページや新聞２紙へ広告を出すなど役員会で広報

活動に工夫することとした。

　　５）同窓会諸規程集の見直し完成：会の運営に活用する。

①個人情報保護に関する細則、②情報管理規程、③会計規程、

④書類の保存期間と引き継ぎに関する事、⑤賛助会員募集に関する事、

⑥慶弔に関する規則

　　６）同窓会10周年記念事業計画について

　　７）運営に関すること：役員会９回　理事会４回

　２．2017年度決算報告・特別会計報告

　３．2017年度会計監査報告・特別会計監査報告

Ⅱ協議事項　　第１号議案　2018年度事業計画

　　　　　　　第２号議案　2018年度予算案

　　　　　　　　　　　　　看護大学20周年記念事業へ50万円寄付

特別講演　講師　手留照（てるてる）先生　本名　砂川正美

　　　　　演題　「夢を叶える　黄金の五ヵ条」

学習活動助成報告

　①アジア保健医療研究会：タイ・ミヤンマー研修報告

　②きらりサークル：日本思春期学会への参加

2019（平成31）年度

-10周年記念総会-

同窓会総会・10周年記念式典　期日　2019年８月25日（日）

　　　　　　　　　　　　　　場所　パシフイックホテル沖縄

第１部　総会

Ⅰ報告事項　

　１．2018年度事業報告

　　　１）在学生への支援

　　　　　①国家試験激励　②卒業前交流会　③学習活動支援助成

　　　２）同窓生の資質向上

　　　　　①講演会　②情報発信　③同窓生活動報告会

　　　３）大学行事への出席

　　　　　①式典出席・盛花寄贈　②看大祭参加　③看護大学20周年式典出席

　　　４）諸団体および関係機関との連携

　　　　　①宮古・八重山地区会員との総会事項の調整

　　　　　②10周年記念式典に伴う祝辞・場所・講演等の調整

　　　５）同窓会10周年記念式典・記念講演会・祝賀会に関すること

　　　６）運営に関すること：役員会８回　理事会４回

　２．2018年度決算報告・特別会計決算報告

　３．2018年度監査報告・特別会計監査報告

Ⅱ協議事項　第１号議案　2019年度事業計画

　　　　　　第２号議案　2019年度予算・特別会計予算

　　　　　　第３号議案　2019 ～ 2020年　役員および理事選出

第２部　記念式典

　　会 長 挨 拶　吉川千恵子　新会長紹介　安里明友美

　　感謝状贈呈　高良弘子ほか８名

　　来 賓 祝 辞　嘉手苅英子　野口美和子　前田和子

　　来 賓 紹 介　仲座明美　曽根　淳　川崎道子　大湾明美　佐伯宣久

第３部　記念講演

　　演題「一病息災―与えられた命の生かし方―」

　　講師　柳　卓氏（元琉球放送アナウンス室長）

第４部　懇親会

　　乾杯の挨拶　高良弘子

　　余興　かぎやで風　福盛久子　比嘉文子　親川豊子　前上里勝子

年　　月 内　　　　　　容
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同窓会統合 10 周年記念事業寄付一覧

沖縄県立看護大学 沖縄県立看護大学同窓会員

野　口　美和子（第二代学長） 高　良　弘　子

前　田　和　子（第三代学長） 古　謝　フミ子

嘉手苅　英　子（第四代学長） 許　田　英　子

神　里　みどり（現　学　長） 久　場　常　子

吉　川　千恵子

中　村　洋　子

翁　長　多代子

照　屋　清　子

石　川　幸　代

沖縄県立看護大学・大学院全景と同窓会事務所所在地
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編 集 後 記

　沖縄県立看護大学同窓会は、2009 年に沖縄県立沖縄看護学校同窓会と沖縄県立看護大学同窓会、

2013 年に沖縄県立浦添看護学校同窓会が統合して 10 年の節目を迎え、2019（H31）年 8 月 25 日

に 10 周年記念式典が開催されました。

　本誌は同窓会統合 10 周年を記念してその概要を記し、今後の同窓会活動の発展に向けて編集作業

を行ってきました。編集委員の構成は、2019 年 10 月にこれまで同窓会活動をしてきた役員・理事

からの 12 人で構成し、編集計画を立案してスタートしました。しかし、2020 年 1 月から世界的な

新型コロナウイルス感染症が流行したことで緊急事態宣言等が繰り返し発出され、編集作業も休止状

態になりました。編集委員は病院・保健所・市町村、福祉施設などそれぞれの立場から、看護業務や

健康相談、ワクチン接種、疫学調査、訪問看護などの応援に参画・従事しています。その間に、小委

員会を設置して可能な範囲で作業を開始し、2021 年 10 月 1 日に緊急事態宣言が解除されたのを機に、

やっと編集作業を本格的に進めることができました。約 2 年間にわたるコロナ禍との対峙でした。

　コロナ禍で皆様の生活も、公私にわたって一変したことと思います。この大変な状況の中、原稿や

写真、資料などの依頼を快く受けていただいた皆様には心から感謝申し上げます。

　当記念誌には、第 1 章・10 周年記念行事概要、第 2 章・同窓会統合 10 年のあゆみ、第 3 章・写

真で見る同窓会活動、第 4 章・役員が綴る同窓会活動、第 5 章・特別寄稿（同窓会統合前後の看護教育・

同窓会活動）を掲載いたしました。沖縄県立看護大学同窓会の活動を当記念誌で振り返るとともに、

この 10 年を基盤にして進歩し続けることを祈念いたします。

　本誌の発行にあたり、彩優印刷の渡口氏はじめ皆様に多大なるご協力を賜りましたことに心から感

謝を申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集副委員長　高原美鈴）

沖縄県立看護大学同窓会 10 周年記念誌編集委員

■編集委員長：吉川千恵子　　編集副委員長：高原美鈴

■委　員：石川幸代　翁長多代子　久場常子　慶田須意子　洲鎌則子

　　　　　照屋清子　中村洋子　宮里  毅　宮里美沙子

■小委員会：吉川千恵子　宮里  毅　宮里美沙子　高原美鈴

■事務局：知念久美子　伊良波賢

■校　正：吉川千恵子　宮里  毅　宮里美沙子　高原美鈴

■査　読：玉城清子
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