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この街に住んで、
　関わり合いをもったときから

     いつまでも共に生きる

7 月 20 日　いちご保育園　鮎のつかみ取り

６

採用サイトリニューアル

友志会グループ採用サイトが 7 月にリニューアルしました。
現役職員へのインタビューやフォトギャラリーなど特に新卒の求職者に” 刺さる” コ
ンテンツを発信しています。また、エントリーページや LINE 公式採用アカウントと
いった採用活動を円滑にする最新ツールを導入。より使いやすく・面白くなった採用
サイトをぜひチェックしてみてください。

yushikai group

広報のつぶやき（編集後記）

▲介護老人保健施設空の舎（小山市） ▲介護老人保健施設夢彩の舎（境町）

ついに東京五輪が開幕しましたね。柔道の髙藤直寿選手は下野市出身、野木町の柔道クラブ
に所属していた経歴を持つ地元の選手ということで、金メダル獲得の喜びもひとしおです。
私が楽しみにしている競技は「男子陸上リレー」。特に期待の新星・デーデーブルーノ選手
の活躍に大注目です。（藤倉）

出入口付近のラウンジの一角に机とアクリル板・
通話用マイクとスピーカーを設置し、面会専用ス
ペースにしました。入所者さんとご家族の導線は
完全に分離されています。

ベランダにご家族用のベンチと日除けを設置し、
室内の入所者さんと窓越しに面会していただいて
います。夢彩の舎の対面面会の様子は 7 月 2 日の
テレビ朝日「報道ステーション」でも放映されま
した。
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対面面会再開のお知らせ03
４月９日の石橋総合病院を皮切りにスタートした職員や入所者へのコロナワクチン接種を友志
会グループ全施設で現在進めております。
それに伴い、一部施設では対面面会を順次再開しています。詳しくは各施設のHPをご覧くだ
さい。

友志会グループ採用サイト ＱR コードはこちら
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友志会グループ（医療法人社団友志会 社会福祉法人延寿会 医療法人駿仁会）広報誌

新人の頃、 「もうやめたい」 と思う程悩んだことがありました。

その時は車の中で思い切り泣いて、 自宅でぐっすり眠ったら

すっきりして次の日には気持ちを切り替えることができました （笑）

普段は家族など身近な人に話を聞いてもらったり、 好きなアーティストの

音楽を聴いたりと、 自分の好きなことをして気分転換をしています。

介護士編

5年目・Kさん

特養勤務
5年目
Kさん

老健勤務
３年目
Iさん

仕事で嫌なことがあったとき、うまく気持ちを切り替える方法は？仕事で嫌なことがあったとき、うまく気持ちを切り替える方法は？

1年目に「これだけはしておけ！」ということがあれば教えてください。1年目に「これだけはしておけ！」ということがあれば教えてください。

ご利用者と上手にコミュニケーションするコツを知りたいです。ご利用者と上手にコミュニケーションするコツを知りたいです。

Q

Q

Q

新卒職員へのエール新卒職員へのエール

まずは困ったことがあったら絶対に一人で抱え込まないで。

悩んだことは迷わずすぐに職場の先輩や信頼できる周りの人に相談するようにしましょう！

私が意識しているのは基本を忘れないことです。

傾聴・ 共感・ 受容を意識しながらコミュニケーションを

図っています。 あとは目線を合わせたり難聴の方には

手や体で表現しながらコミュニケーションを図り利用者

さんに寄り添うことを大切にしています。

前回のゆうしで募集した新入職員へのアンケートから
先輩たちに聞いてみたい質問と先輩からの回答を大公開！

自分と同じ職種はもちろん、他の職種の Q&A も仕事の役に立つかもしれません！？

前回のゆうしで募集した新入職員へのアンケートから
先輩たちに聞いてみたい質問と先輩からの回答を大公開！

自分と同じ職種はもちろん、他の職種の Q&A も仕事の役に立つかもしれません！？

私は1年目からいつもメモ帳を肌身離さず持ち歩いています。 利用者さんの

名前や座席、 とろみの有無（ゆるい・ ふつう・ かため） ・ 麻痺がある場合は

どちら側か…など介助に必要な情報を書き込んでいます。

メモに書くことで情報をアウトプットできますし、 わからないことがあっても

すぐに見返すことができるので、 今でも続けている習慣です。

３年目・Iさん

３年目・Iさん

5年目・Kさん
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メモで情報の
アウトプット
メモで情報の
アウトプット

基本は「傾聴・共感・受容」基本は「傾聴・共感・受容」

涙は心の
デトックス！
涙は心の
デトックス！

私たちが
お答えします！

睡眠 ・ 食事をしっかりとるようにしています。

私は夜寝ないとダメなタイプなので、 夜勤入りの前には

しっかり睡眠時間を確保しています。 夜勤の勤務時間は

長く、 体力が必要なので休憩時間にちゃんと食事もとっ

ています。 夜勤中の休憩時間もできるだけ仮眠をとるよ

うにしています。

疾患の話ばかりでなく、 可能な範囲で患者さんとプライ

ベートのお話をすることで打ち解けやすくなりますし、

少しでもストレスの少ない入院生活を送っていただけるの

ではないでしょうか。

私がよくしているのは 「イメージトレーニング」 です。 看護技術習得の際、 実施前後のタ

イミングでこれから自分がどうやるのか ・ 今後どうやりたいのかをイメージトレーニングす

ることで、 看護技術の改善に繋げていけると思います。 後は好きな本を見つけて勉強する

こともおすすめです。 私は 「ズルいくらいに 1 年目を乗り切る看護技術」 というイラスト

本が面白くてよく読んでいました （笑） この他にも動画を見ながら勉強出来る本など色々

な書籍が出ているので、 自分が楽しいと感じられる本を探してみましょう！

日々慣れない業務の中、 わからないことだらけで疲れがでてきているかもしれません。

そんな時は同期や先輩たちを頼ってください！思うことがあれば周囲の人に吐き出して

自分の中でため込まないようにしてほしいです。 後はできないこと ・ わからないことを

そのままにせず、 先輩に質問して解決するようにしていきましょう。

看護師編 病棟勤務
４年目
Aさん

病棟勤務
３年目
Kさん

新卒職員へのエール新卒職員へのエール

Q 特に夜勤に向けて、体調管理のために気を付けていることは？特に夜勤に向けて、体調管理のために気を付けていることは？

Q 仕事をスムーズに行えるようにする段取りを教えてほしいです。仕事をスムーズに行えるようにする段取りを教えてほしいです。

Q 患者さんに寄り添うために心がけていることは？患者さんに寄り添うために心がけていることは？

Q 新人の頃に有効な勉強方法は？新人の頃に有効な勉強方法は？

私たちが
お答えします！

４年目・Aさん

４年目・Aさん

３年目・Kさん

４年目・Aさん

どんなに忙しくても
食事・睡眠は欠かさない
どんなに忙しくても
食事・睡眠は欠かさない

患者さんと
色々な
お話を
してみよう

患者さんと
色々な
お話を
してみよう

今日やることを付箋メモに書いて自分の移動用ワゴンの見える所に貼り、 やり終えたら付

箋を捨てています。 こうすることで仕事のやり忘れを防いでいますね。

あとは朝のミニカンファレンスの時に他の職員と今日の業務内容を情報共有して、 仕事の

無駄を省いたり、 人出が足りなさそうな時には手伝ってもらうなどして円滑に仕事を進め

るようにしています。
３年目・Kさん
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業務後に先輩と一緒に実技の練習をしていました。 私が 1 年目の頃、 はじめは同期と一緒にやって

いたんですけれども、 勇気を出して先輩に声をかけてみました。

みなさん快く私の相手をしてくださり、 断られることはほとんどなかったですね。

先輩に自分たちから声をかけるのは躊躇するかもしれませんが、 遠慮せずに質問など聞きたいことを

聞くことで、 先輩の視点などいろいろなことを学ぶことができたので非常に勉強になりました！

リハビリ編 回復期リハビリ病院勤務
理学療法士5年目

Tさん

Q 技術やスキルを高める勉強方法が知りたいです技術やスキルを高める勉強方法が知りたいです

Q おすすめの参考書や教材を教えてください！おすすめの参考書や教材を教えてください！

新卒職員へのエール新卒職員へのエール

Q 1 年目の終業後や休日はどのように過ごしていましたか？1年目の終業後や休日はどのように過ごしていましたか？

私は勉強会に参加して、 その資料を使うことが多かったです。

後は「アナトミートレイン」 という筋肉のつながりがよくわかる

本もおすすめです。

正直私は参考書などを読んで知識を身に着けるという勉強法

が向いているタイプではなかったので、 本を買ってさぁ読もう！

と思ってもなかなか続きませんでした。

むしろ実務の中でわからないことがあれば参考書を見て調べた

りして知識を頭に入れていく、 という使い方が合っていました。

私が入職したころはコロナ禍ではなかったので、 終業後や休日に

同期と一緒に遊びに行く機会がそれなりにありました。

真面目な話をすると、 担当患者さんは2、 ３名で交代してみるこ

とになるので、 休みの日に他の担当者がどんなリハをしているの

か気になってちょっと見に行くなんてこともありました。

カルテを読んでいるだけではわからないことも多かったので、 その

後のリハに役立ちました。 （休日ですので、 無理のない範囲で！）

今年の新人さんの話を聞いていると、 やはりコロナの影響で同期

同士コミュニケーションする機会が少ない、 という声も聞かれます。

例年とは大きく異なる環境ではあるかもしれませんが、 自分が悩み

を抱えているときにいつでも相談できる相手を作っておくことは非常

に大切だと思います！そこを意識して同期と交流してみるといいかも

しれません。

まずは保護者にトラブルが起きたときの状況を説明して丁寧に謝罪するようにします。

園長先生と一緒に謝ることもあります。 誠実な対応をすることで、 幸いなことに今まで大

きなトラブルになったことはありません。

保育士編

児童指導員編

６年目・Nさん

保育園勤務
６年目
Nさん

児童養護施設
勤務４年目
Aさん

保育園勤務
３年目
Kさん

Q トラブル発生時の保護者への対応方法は？トラブル発生時の保護者への対応方法は？

Q 料理上達のコツは？料理上達のコツは？

Q 保育士をやってきて 1番うれしかったことは？保育士をやってきて 1番うれしかったことは？

新卒職員へのエール新卒職員へのエール

新卒職員へのエール新卒職員へのエール

今は仕事を覚えることが多かったり、 大変な時期だと思います。 パンクする前に話しやすい職員に困っ

ていることを気軽に相談していただければと思います。 あとは一番近い立場である同期同士で適度に

気分転換することも大切ですよ！

私も入職までそれほど料理経験がありませんでしたので、 作り方が

わからない料理があると調理員さんに聞きに行きます。 美味しい調

味料の使い方や野菜の切り方など料理に役立つ色々な知識を教えて

いただきました。 おかげさまで今では料理の自信がつきました。

・ 園児からプロポーズされたとき♡ 

・ 卒園生が遊びに来てくれたとき。

1年目から見ている子どもたちが逆上がりできるようになったとき、

思わずうるっときちゃいましたね。

私が新人の頃先輩からいろいろと教えてもらいました。

今度は後輩のみなさんに先輩から教わったことを伝えていきたいと思いますので、

一緒に子ども達の成長を見守りながらがんばっていきましょう。
６年目・Nさん

３年目・Kさん

1歳児を担当していて一番多いトラブルが子どもの噛みつきです。 噛みつかれた方には

再発防止のお話をして謝罪します。 嚙みついた側の保護者にも、 言葉がうまくでないこ

とで起きてしまう成長過程の一つであることを伝えフォローするようにしています。３年目・Kさん

先生へのプロポーズは
年長さんあるある？
先生へのプロポーズは
年長さんあるある？

料理上達のコツは…
身近なプロに
聞こう！

料理上達のコツは…
身近なプロに
聞こう！

ベテラン保育士さんにも

きいてみました

ベテラン保育士さんにも

きいてみました

私たちが
お答えします！

私がお答えします！

私がお答えします！

忙しい社会人の勉強は
実践×知識で効率よく
忙しい社会人の勉強は
実践×知識で効率よく

わからなかったから
本を読んでみるか～

休みの日でも
担当患者さんが
気になっちゃう…

休みの日でも
担当患者さんが
気になっちゃう…

コロナ禍だからこそ
人との繋がりを大切に
コロナ禍だからこそ
人との繋がりを大切に


