2020 年 3 月 18 日

１年生のみなさんへ

１．休講分の課題について
・
『1 枚にまとめなさい』
『1 枚分』と指定されているレポートは、1 枚以上にな
ってもかまいません。
・英語Ⅱは問題文を和訳してください。問題文(英文)の用紙の提出は不要です。
表紙は必ずつけてください。
２．英語Ⅱテストのためのお知らせ
テスト対策のレビューページを掲載します。(次のページから 3 枚)
しっかりと学習してください。
３．テキスト購入
Web サイト公開期限は 3 月 19 日～3 月 31 日までです。
(詳細は 3 月 3 日のお知らせを参照)
期限内に忘れずに支払いをしましょう。
４．学校図書室
始講日まで利用できません。
５．模擬試験結果（メディカコンクール）
全国順位・偏差値が 25 日(水)以降に WEB 閲覧できます。
総合判定のコメントや自己の傾向を確認し、解答・解説の冊子を参考に振り返
りを行いましょう。

休業が長くなり、慣れや惰性で感染対策がおろそかになっていませんか？
看護学生として得た知識と技術で、しっかり自己管理を続けていきましょう。

※次のお知らせも必ず確認してください※
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北海道医療センター付属札幌看護学校；看護英語

1 年生期末テスト対策の案内

今年のテストは、10 パートあります。テストが上手く出来るために、このレビュー
ページをしっかりと勉強してください。
パート１：体について(このパートをうまく出来るために、下の語群から身体の部位
を選んで、正しい場所に選択肢を入れられるよう英語の意味を理解してください)
【語群】
Head, Brain, Hair, Forehead, Eyebrows, Eyes, Eyelids, Nose, Cheeks, Lips, Teeth, Tongue,
Ears, Adam’s Apple, Neck, Chest, Nipples, Abdomen, Lungs, Heart, Stomach, Small Intestine,
Large Intestine, Anus, Penis, Vagina, Uterus, Kidneys, Bladder, Shoulders, Upper Arm, Lower
Arm, Elbow, Wrist, Fingers, Fingernails, Belly Button, Waist, Hips, Upper Leg, Knee, Lower
Leg, Ankle, Toes, Toenails, Backbone
パート２：ファミリーツリーについて（看護師が、患者さんとの人間関係を築くため
に関係者の名前を覚えることは大切です。英語の意味を語群から選んで、選択肢を正
しい場所に入れられるよう英語の意味も理解して置いてください）
【語群】
両親、母父、息、娘、いとこ、孫、叔母、叔父、祖父、祖母、姪、甥、妻、夫、義母、
義父、義理の姉妹
パート３：医療機器について（あなたは看護師として、医療機器の知識を持っていな
ければなりません。下の医療機器の英語の意味を理解してください）
【語群】
hospital scale, measuring tape, water pitcher, waste basket, I.V. pole, I.V. bag, syringe, needle,
alcohol wipe, hospital gloves, tourniquet, blood collection tubes, band aid, lab coat,
nurse uniform, pens, scissors, nurse shoes, tape, patient chart, staff nametag, clock, watch,
crash cart, defibrillator, food tray, oxygen tank, suction machine, catheters, gauze dressing,
patient posy restraints, urinal, bedpan, bedside commode(portable toilet), chuck pads,
nurse call light, patient arm band
パート４：看護者の倫理綱領（看護師にな
るために、知識や技術だけでなく、人格や
精神が大切になります。これらは、国々の
倫理綱領に含まれています。これからみ
なさんが、立派な倫理的な看護師になる
ために、15 の条文を日本語の意味を語群
から選択できるようにしてください）
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パート５：患者さんに対する言葉づかい（看護師が患者さんによく使う言葉につい
て、下の英語の言葉を日本語と結び付けられるよう意味を理解してください）
【語群】
How are you feeling, Do not worry. Everything will be fine, Here, let me help you
I am sure you can do it, That is perfect!, Keep going, I will stay with you for a while
I hope you feel better soon, Please take care of yourself, Do you need to lie down?
Good morning, How can I help you, Be careful, If you need help please use the nurse call
light, No smoking in the hospital, Please be quiet, Please eat all your meal, time to go to
bed, visitor hours are finished please go home
パート６：ケアしている場面と使う言葉について（テストの際に、看護師が患者さん
をケアしている場面の絵が何枚かあります。その場面において患者さんに対する看
護師の声掛けやケアとして最も適したものを英語で選択できるようにしてください）

パート７：人間の感情について（患者さんの感情によって、内面を理解することがで
きます。テストの際に、下の患者さんの感情を表す言葉を語群から選択し、写真と照
らし合わせて下さい）
【語群】
Scared Sad Tender Angry Happy Excited
パート８：病気の症状（サイン）について（外国人の患者さんに病気の症状を説明す
るために、症状を英語で理解しておく必要があります。下の英文の質問に対する症状
を、日本語で選択できるよう理解してください）
【語群】
頭痛、胃痛、歯痛、腰痛、膝の痛み、胸の痛み、耳の痛み、咽頭炎、めまい、くしゃ
み、虫刺され、骨折する、鼻血、下痢
パート９：ミニ論文（あなたが看護師になりたい理由を、5 行ぐらいで英語で書ける
ようにしておいて下さい。内容は自由です。ただし、最初の一文は、
「私は○○のよ
うな看護師になりたい」のような文章で始めて、その後に理由を書いて下さい）
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パート１０：薬について（私達看護師の大切な仕事の中には、与薬があります。テス
トの際に、病気と薬の関係について質問します。次のような英語で書かれた薬剤を、
どのような病気に使用し、どのような病気に使用を禁止されているのか理解してお
いてください。テストの際は、「このような病気にはどのような薬を使用しますか、
使用が禁止されていますか」などと書かれています。それに対する答えを語群から選
択して下さい）
【病気の状態】
stop pregnancy, infections, for a bowel movement, prevent sickness, stomachache,
allergies, build muscle quickly, chest pain, HIV/AIDS, to sleep
【薬の種類・方法】
steroid, antacid, contraceptive, beta-blocker, antibiotic, vaccines, laxative,
morphine, antihistamine, sedative, antiretroviral

4/4

