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VISION MISSION

⾃らキャリアを探究し、
やりがいをもって働く医療者が
増えた世界

看護職が、
卒後10年後も「今が⼀番楽しい」
といえる未来をつくる

⽇本の看護師不⾜と偏在
１〜３年⽬の離職率

看たまノートとは、⽇本全国の看護職を⽬指す全ての学⽣（⼤学⽣・専⾨学校⽣・中
⾼⽣）を対象に、キャリアについて考えるきっかけをお届けする活動の総称です。

2019.2〜 2020 2021 2022 2023

フリーペーパー
「看たまブックス」

WEBメディア
「看たまノート」

オンライン
コミュニティ
「看たまたち」

メディアやコミュニティ、フリーペーパーのチー
ムが関わり合いながら、「⾃分達が気になること
は、ほかの看護学⽣も気になるに違いない」とい
う精神のもと、イベントや記事、さまざまな企画
につなげています。

2⽉
WEBメディア「看たまノート」
⽴ち上げ

11⽉
第⼆回東海学⽣AWARD
準グランプリ

1⽉
第17回キャンパスベンチャーグランプリ
（CVG）全国⼤会
審査委員会特別賞

3⽉
フリーペーパー「看たまブックス」創刊

11⽉
Slackコミュニティ「看たまたち」始動

8⽉
看護学⽣のためのキャリア教育プログ
ラム実施（〜2021年2⽉）

12⽉
第18回キャンパスベンチャーグランプ
リ（CVG）中部⼤会
特別賞中部経済産業局⻑賞（準優勝）

5⽉
「看たまブックス」第⼆弾創刊（10万部）

インターンシップの実施、オープンキャンパス
への企画持ち込み、展⽰会への参加、さまざま
なコラボ企画を⾏なってきましたので、ご報告
します！

ISSUE

看護師の離職率の⾼さや働き⽅改⾰については、⻑年議論がされてきました。均質的な
改⾰は難しく、変化のスピードとしては早くはありません。

そこで看たまノートでは、⼀⼈ひとりの看護職がより良く⽣きるための教育や、⽀援体
制に着⽬しました。どのような現場に⽴っても、ライフステージの変化があっても、⾃
分のありたい姿に向かって歩んでいける看護職を増やしたいと思い、『看護職が、卒後
10年後も「今が⼀番楽しい」と⾔える未来を作る』をミッションに掲げています。
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2022年の看たまノート

Input（資源） Activity（活動） Output（結果） Outcome（成果）

組織基盤

関わる
ボランティア・
プロボノ数

30名

応援してくださる
企業さんの数

６社

フルコミット
している社員

１名

社会認知

メディア露出

８回
新聞……………3件
WEB記事………3件
ラジオ…………2件

学校での登壇数

⾼校……………3件
看護学校………6件
その他…………1件

10回

情報発信と仲間づくり

機会創出

47回 500名
開催イベント数 累計イベント

参加者数 看たまたちへの参加

+22名

131本
フリーペーパー
発⾏部数

100,000部
リリースした記事 ご縁のできた学校

+60校

インターン実施

１件

情報発信を通じて、⼀部の学⽣からで
も、⾃分の⼈⽣と向き合うきっかけを
届けることが期待できます。

「看たまたち」はじめ、社会とつなが
るさまざまな機会では、失敗と挑戦を
重ね、迷いながらも⾃らありたい姿を
探求し歩んでいく⼈を増やします。

情報や機会を得て、「学び続ける」
「セルフマネジメントができる」看護
師を増やすことで、
看護職の後ろ向きな転職や離職を減ら
すことを⽬指します。

⼈の変化

社会の変化
看たまノート全体の活動を通じて、業
界全体で学⽣を応援する・育てる⾵⼟
をつくります。

また、2023年度からは組織と個⼈の
成⻑を実現できるよう、採⽤の構造に
アプローチしていきます。

学⽣が関わるコラボ
企画やプロジェクト

７件
お問合せ件数

15件

43

貴重な機会をいただきました

|P
ick
�UP!|

中⾼⽣〜現役看護学⽣に向けて、キャリアの考え⽅をお伝えす
る機会が増えています。授業の１コマ、授業後の時間、学内の
イベント、オープンキャンパスなど、さまざまな機会でお話し
させていただきました。
中⾼⽣の皆さんや⾼校の先⽣⽅にとっては、少しでも看護系の
進路選択の参考になるような⽣の声を。現役の学⽣さんにとっ
ては、少しでも多くの選択肢を知ったうえで⾃分の歩みたい道
を探るきっかけを届けています。

多くの⽅のご協⼒で配布できました！

|P
ick
�UP!|

2022年版は、4社のスポンサードによって、フリーペーバーを
10万部発刊することができました。
今年は岐⾩県内の⾼校の校⻑先⽣のサポートもあり、岐⾩県の
⾼校17校に看たまブックスをお届けする機会をいただきまし
た。
昨年度配布させていただいた学校にもご連絡すると、「今年も
ぜひ送ってください」と⾔っていただくことが多く、地道に、
⼀校ずつ顔の⾒える関係性を増やしていきたいと感じました。

こんなお問合わせがありました！

|P
ick
�UP!|

看たまノートで看護師さんを取材し発信した結果、テレビ制作
会社からのお問い合わせが。「イマドキな移住者たち」を紹介
するNHKの番組『いいいじゅー!!』にて、看護師さんの⽣活が放
送されました。

ほかにも、探求学習で看護業界の課
題について調べている⾼校⽣からの
お問合せなど、お仕事に限らず相談
が舞い込んでいます。

現在、少しずつデザインをリニューアル中の看たまノート。
対⾯でワイワイしている素材が少ないことを実感しました。2023年は対⾯で会う機
会を増やしていきたいです。「こんな機能があるといいんじゃない」など、お気づ
きの点がございましたらお気軽にご連絡ください。



2022年のハイライト

短期滞在型
インターンシップ�in三重県
三重県度会郡南伊勢町の『nano訪問看護ステーション』様
と、2泊3⽇間のインターンシップを実施しました。代表の
前⽥さんや移住コーディネーターの⻄岡さんはじめ、多く
のまちの⽅々の協⼒を得て、3名の学⽣がインターンシップ
に参加しました。

⾼齢化先進地域を実際に⽬で⾒て、住み慣れた場所で最期
まで過ごす選択肢を⽀えるとはどういうことか考えまし
た。参加者それぞれが、⾃分がこれから関わる地域との向
き合い⽅や⾃らの働き⽅を考える機会になりました。

６次産業化を応援するベテラン農家さん
デイサービスの運営に取り組む地元出⾝の⽅
町と連携してシニアの健康づくり場を運営す
るママさん

1⽇⽬
まちをドライブしながらまちの規模感を知り、
地域住⺠の⽅からお話を聞きました。

など、多様な⾓度から南伊勢町を学びました。

2⽇⽬
訪問に同⾏し、各家庭の暮らしや、訪問看護の
仕事そのものを学ぶことができました。

訪問看護では、訪問に⾏ける回数は限ら
れているものの、利⽤者さんとじっくり
向き合うことができることが魅⼒的だと
思いました。
実際に、利⽤者さんが看護師さんと話す
時、とても嬉しそうだったのが印象的で
した。

より地域医療や訪問看護に興味が湧きま
した。また、地域医療に関わる他の業種
の⽅や、看護師の様々な働き⽅について
もっと知りたいと思います。まだ⼤学⽣
活は⻑いので、⾃分の将来についてたく
さんの選択肢をもってしっかりと考えて
いきたいと思います。

３⽇⽬
2⽇間を通して⾼齢化先進地域を実際に⾒て、住
み慣れた場所で最期まで過ごす選択肢を⽀える
ことについて考えたことを、模造紙にまとめて
発表しました。
発表には、県内の看護学校の関係者の⽅も聞き
にきてくださいました

オープンキャンパスでの共同企画
8⽉・12⽉には、ユマニテク看護助産専⾨学校様のオープンキャンパスを
舞台に、ナガイレーベン株式会社様、看たまノートとの3者でのコラボ企
画が実現しました。

看護の道に進もうとする⾼校⽣を対象に、通常のオープンキャンパスの内
容に加え、⽩⾐の試着体験や、進路選択についての相談会を開きました。
例年よりも多くの⾼校⽣・保護者の⽅にご参加いただいたそうです。貴重
な機会をいただきありがとうございました。

8⽉には編集⻑であるのむちゃんが、
12⽉には看たまたちメンバーであるも
くさんが出動してくれました！
実際に進路に悩む⾼校⽣とお話しする
なかで、看たまノートでできることの
アイディアをたくさんいただきまし
た。

対⾯イベント
徐々に対⾯イベントの数も増え、今までになかった機会に恵まれました。
7⽉には国際モダンホスピタルショウ、11⽉にはナースフェス・チアーズ
2022にお誘いいただき、看たまノートとして出演・出展させていただき
ました。
国際モダンホスピタルショウでは、⾦沢⼤学のひなたちゃん＆とうこちゃ
んが出演。看護職のキャリアについて感じるところを学⽣の⽬線から話し
てくれました。

初めての経験で⾮常に緊張しました。ト
ークセッションのなかでも、様々なキャ
リアを知っていることが⾃⼰防衛に繋が
る、という表現が印象に残っています。
周りの⼈の⼒を借りながら、より多くの
学⽣さんに⾃分の世界を広める経験を重
ねていってほしいと思います。

イベントレポートはこちらから！
国際モダンホスピタルショウ：
https://kangotamago.com/2022/07/23/popup2022/
ナースフェスチアーズ2022：
https://kangotamago.com/2022/11/26/cheers-fes2022/インターンのレポートはこちらから！

https://kangotamago.com/2022/09/17/nano0902/

オープンキャンパスの様⼦はこちらから！
https://kangotamago.com/2022/11/05/openca
mpus_2022/
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「素顔で勝負する」「看護学⽣視点」の新しい合同説明会
病院で働く看護師さんの応援企画
看護系インフルエンサーの⽅々とのタイアップ企画
離島・へき地での看護の現場を発信

看たまノートの課題感

①看護学⽣をはじめとする医療系学⽣を応援する⽣態系づくり
②新卒看護師と各組織のビジョンマッチングと伴⾛⽀援

今後の動き

活動に共感してくださる企業さんと共創する機会を増やしていきます！具体的には…

などを予定しています。ぜひ今後も⾒守っていただけたら嬉しいです。

株式会社ｆｉｔ

株式会社ジョン

株式会社きく結び

株式会社Le-caldo合同会社LAGOM

株式会社介護コネクティブ

これからも、多くの企業や団体のみなさまと
活動をひろげていきたいと考えています

来
年
度
�
向
�
�

（順不同）

siroさん（⿅児島)
看護へのいろんな思いや意⾒を持った
仲間たちと話すのが⾯⽩い！学外の⼈
とネット上で気軽に交流できるので気
分転換になる！忙しいときは活動をセ
ーブできるので、負担感のなさもグッ
ド。チームで連携しながら企画を練り
上げる勉強の場としてよいと思いま
す！

ありささん(兵庫県)
メンバーがみんな素直、何でもや
りたいことを取り⼊れてイベント
開催ができている！常に成⻑し続
けている！！！

あやりん（東京都）
キャリアについてとことん話すこと
ができるところ、⾃分の夢を堂々と
話せるところ

もくさん（岐⾩県）
看護の働き⽅についていろいろな知⾒が
得られたり体験ができるところです。そ
の中で⾃分⾃⾝がより看護に魅了されて
いるなと感じるので、とても素敵な場所
だと思っています。

ぱるぱるさん（岐⾩県）
さまざまな医療者のキャリアに触れる
ことができ、⾃分の将来に対する視野
が広がるところ

さっちゃん（岐⾩県）
学⽣さんや専⾨職の皆さんと
楽しく語れるところ！

どらごんさん（⻑野県）
様々なルーツを持った⼈が集
まり、各々の感じた看護の価
値を共有しているところ。

中村⿓之介さん（岡⼭県）
普段の会話野中で何気なくボ
ソッと⾔ったことをしっかり
拾ってくれて、イベントに繋
げてくれるところ。

だーやまさん（⻘森県）
思いをまっすぐ受け⽌めてく
れる仲間たちがいるところ。

ふえきさん（京都府）
⾊んなことに挑戦させてく
れるところ。看たまたちみ
んな、温かいところ。

ハルさん(熊本県)
記事作成の部分やイベント運営の部
分など、⾊んな形でチャレンジでき
る場があるところ！みんなの助け合
いで看たまのコミュニティが作られ
ているところ！みんないい⼈すぎ
る！

⽷数三穂さん（沖縄県)
学⽣の頃から看護師の働き⽅を知れ
る、選択肢が広がるところ

看たまノートに関わる
学⽣・社会⼈をご紹介
SlackやZoomを中⼼としたコミュニケーショ
ンで看たまノートの運営は成り⽴っています。
ボランティアだからこそ、⾃分の学びや成⻑と
看たまノートでの活動をいかに重ねるかを⾃ら
考え、⾏動していけるよう働きかけています。
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本報告書の内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

株式会社REGIE（リジー）
所在地：〒114-0002�東京都北区王⼦1丁⽬14−12

メール：kantama2019note@gmail.com

SNS：  @kantama_note   @kantama_note   /kantamanote

看たまノート事業部⻑：⽷数三穂

看たまノート編集⻑：野村奈々⼦（岐⾩⼤学4年）

看たまノート副編集⻑：宮本千陽（熊本⼤学3年・休学中）

看たまノートでは、持続可能な運営のために、
さまざまなリソース*を互いにシェアしながら学⽣の応援をしていただけるパートナーと
なってくださる団体・個⼈を募集しています。
*…資⾦、⼈、モノ、情報、機会など

パートナーになることで…
・看たまノートへのバナー掲載
・インタビュー記事を作成＆看たまノートへの掲載
・看たまノートのレポートレター：成⻑の軌跡をご報告します！
・オンライン交流会への参加権�(年に数回)
など、お礼の気持ちをお返しいたします。

さまざまな形で、⼀緒に看護職のたまごを応援しませんか？
もし興味を持っていただけましたら、
看たまノートWEBサイトのお問合せフォームよりご連絡ください。

看たまパートナーを募集しています


