
 

 
 

 

 

 

校長 大坪公子 第１７回生戴帽式を終って 
５月１７日、第１７回生の戴帽式が行なわれました。戴帽の儀は、キャンドルの暖か

い光に包まれ、誠に厳粛にとり行われ看護の神々しい精神が伝わり感動いたしました。

誓いの言葉には気持がよくこめられております。太陽のような温かい眼差しで、患者様

に安らぎを与えられるような看護師を目指すこと、患者様一人一人の心の声に耳を傾け、一番近い存在にな

れるように努力すること、患者様の思いに添える援助ができるよう努力すること、そのために自ら学ぶ姿勢

を持ち続けること。しっかりした言葉で語られ、とても立派で頼もしく思いました。看護師は人から尊敬される職業です。学問と教養を身に付

けた人たちが「温かい思いやりの心」で看護をしてゆくからです。生涯の仕事として看護師を目ざされた事はとても良い事です。しっかり学ん

でいって下さい。 

夏休みを前に ３年生はケーススタディ発表のために症例の検討をし深く文献を読み、勉強にとり組んでいる事と思います。勉強は自分

から学ぶことにより身につきます。夏休みは自分なりの達成目標を決めてスケジュールを作り、勉強していって下さい。一歩一歩進むことが大

切です。自分を信じて少しずつ前進してゆけば必ず目標まで到達出来ます。皆様の目標ははっきりしています。全科目の修了認定を受けること、

そして国家試験に合格することです。この夏は悔いのない勉強生活をして下さい。 

新入生へ １年生はやっとなれなれてきたことでしょう。看護師にとって最も大切なことは「人を思いやるやさしい心」です。自分１人で

生きているわけではないのですから、人の気持をいつも思いやるように

しなければなりません。看護師はいろいろな考えを持った人達と、チー

ム医療をしていかなければならないのです。また、弱い立場にある患者

様の最も近い立場にいる人として支えていかなければなりません。教養

を身につけて「温かい思いやりとやさしい心」で接していかなければな

りません。たくさんの本を読んで、人の心を理解して巾の広い人間的に

深みのある看護師を目ざして下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１日に ３８名の卒業生が巣立って行きました。深谷市や医師

会、実習先でお世話になった病院等の来賓の皆様、３年間指導を受け

た先生方、教え教わることで共に励まし合った後輩達、暖かく見守っ

てくださった家族に祝福されての巣立ちの日です。 

今日の輝きと感謝を、ずっと持ち続けてください。 
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-２０１３年３月１日- 第１５回生卒業式 

戴帽式当日に学生たちと 



２年課程通信制２回生「誓いの言葉」（一部抜粋） 新入生代表 廣瀬美絵 

私は大学を卒業してから病院で相談員として働いていましたが、看護師

が患者様に寄り添いながらケアをしている姿に魅力を感じ、徐々に看護師

を目指したいという思いが強くなっていき、准看護師免許を取得しました。 

働き始めたばかりの頃は余裕もなく、患者様からの一言や態度に一喜一

憂するばかりでした。それでも看護ができる喜びを味わい充実感を得てい

ましたが、技術のなさや知識不足を痛感することも度々でした。患者様に

頼りにされ、信頼されることを目標にしてきましたが、自信をもって看護

実践を提供するという面では看護師との差を感じずにはいられませんでし

た。自分なりに勉強していましたが、知識不足を感じて、納得のいく看護

を提供できずにおり、ジレンマを感じてきました。 

いろいろな経験をしながら進学したい希望が大きくなり、働き続けなが

ら学ぶことのできる通信制を選択し、合格することができました。本日、

夢であった看護師への道がスタートできます。「患者様により良い看護を

提供できる看護師になりたい」この思いはさらに強いものになっています。 

知識と技術を身につけ、自信を持って看護にあたり、他職種からも頼り

にされるチームの一員となりたいと思っております。病院では専門技術に

特化した資格を取得し、現場で活躍している認定看護師もおります。看護

師になることで、さらなる道も開くと期待は膨らんでおります。 

科学的根拠に基づいた看護によって身体的な苦痛を緩和することがで

き、精神的な部分においても寄り添いながら傍で支えられる看護師になれ

るように努力することをお約束いたします。２年間、勉強と仕事の両立は

困難なこともあるでしょう。しかし望む看護師像を実現するため、助け合

い、支えあいながら看護師取得を目指し励むことを誓います。 

１年 蔵野麻里愛 入学式を終えて 

私たち第１８回生４２名は、暖かい春の風が吹く中、入学式を盛大に

行って頂き、深谷大里看護専門学校に入学しました。深谷市長様や実

習先の方から御祝辞を頂き、先生方や先輩方は温かく迎えて下さり、

感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

今、私たちは看護師になるという一つの目標に向かい必死に勉学に

励んでいます。難しい専門知識や看護技術の学習があり、看護師は人

の命をあずかる仕事で容易になることができないということを改めて

考えさせられる毎日です。 

私たちはこれから様々な困難にぶつかることがあると思います。し

かし看護師になるため自分達のクラスで掲げた「敢為邁往（かんいま

いおう）※」という言葉を胸に一つの目標に向かい困難をものともせず

思い切ってまっしぐらに進んで行きたいと思います。 

※編者駐；「敢為」は物事に屈しないでやり通すこと。「邁往」はひたすら進むこと。 

『春の交流会』次ページに続く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 関根智恵 春の交流会を終えて 

１年生の皆さん、入学してから数か月が経ちましたね。学校生活にも徐々に慣れてきたことと思います。春の交流会はいかがでしたか？ 先

輩から学校の話をいろいろ聞けたことと思います。また、２年生の交流会係の皆さん、楽しい企画・運営をありがとうございました。 

交流会は、普段あまり話すことのない他学年と交流する良い機会です。私は１年生には勉強の仕方やテストについて、２年生には基礎Ⅱ実習

や領域別実習についてアドバイスをすることができました。他学年とコミュニケーションを取ることで関係性が広がり、また知識を共有したり

情報交換することで考えを深めることができます。交流会で築いた関係を大切にして、これからもお互いに頑張っていきましょう。 

-平成２５年４月１２日- 春の交流会 

３年 岩崎桃子 新入生のみなさんへ 

新入生のみなさんご入学おめでとうございます。みなさんが緊張し

た面持ちで式に臨む姿を見て、２年前の自分達と重なり、看護師にな

りたいという思いと、これから始まる学校生活への不安が混在してい

たのを思い出しました。 

入学して数か月経ちましたが学校生活はいかがですか？ 看護師は

専門職であるため勉強も難しく、大変で辛いこともあると思います。

クラスメイトは同じ目標を持つ仲間なので共に励まし合い、支え合っ

て下さい。また、みなさんの周りには、先輩や先生方がいます。なに

か悩んだり困ったりした時には相談して下さい。一緒に素敵な看護師

を目指して頑張りましょう。 

 

-平成２５年４月９日-第１８回生入学式 

平成２５年度新入生一同 
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 挨拶する通信制新入生 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～誓いの言葉～ 

１７回生誓いの言葉 

２０１３年５月１７日、私達１７回生４３名は、ここに戴帽の儀を迎えることが

できました。 

この日を無事に迎えられたのは、患者様との出逢いを与えてくださった実習施設

の皆様、考える姿勢を教えてくださった先生方、気にかけてくださった先輩方、

共に学んできた個性豊かな仲間たち、そしていつも温かく見守ってくれた家族の

支えや励ましのお陰です。 

私達は、常に太陽のような温かい眼差しで、患者様に安らぎを与えられるような

看護師を目指します。 

患者様一人一人の心の声に耳を傾け、一番近い存在になれるよう努力します。 

さまざまな人の価値観や考え方を知り、その人の思いに添える援助ができるよう

努力します。 

最善な看護を提供するために、自ら学ぶ姿勢を持ち続けます。 

根拠ある知識と確かな技術のもと、自立を目指し、安全で安楽な援助を目指し努

力します。 

どんな時も、患者様とその家族に思いやりの心で接し、寄り添うことを誓います。 

私達は、応援してくださる全ての人々に感謝し、灯を頂いた今のこの気持ちを忘

れず、共に学ぶ仲間と支えあい、成長していくことを誓います。 

２年 須貝みさき キャンドルの灯に思いを込めて 

穏やかな天候の下、私達１７回生４３名は戴帽式を無事に

終えることが出来ました。 

 私は式典係として誓いの言葉を考えたり式中に流すＢＧＭ

を決めたりと、とても貴重な経験をさせて頂きました。４３

名全員での誓いの言葉の練習に入ると仲間との意見のぶつか

り合いに悩んだこともありました。不安な気持ちが残る中、

本番当日を迎えました。 

 しかし校長先生や諸先生方を交え皆で肩を寄せ合い円陣を

組むと、それまでの不安が嘘のように消えていました。そし

て戴帽式でも大成功を収めることができ、感動と達成感から

涙が溢れました。戴帽式を終えた今、キャンドルの灯に誓っ

た言葉の重みを改めて感じ、身の引きしまる思いです。多く

の方に支えられ戴帽式を行えたことに感謝し、一歩一歩確実

に看護の道を歩み続けます。 

１年 原野せりな 感動した戴帽式 

神聖な雰囲気の中行われた戴帽式に、私達１年生も参加さ

せていただき、とても感動しました。 

ナースキャップを戴き、ローソクの灯に映し出される先輩

方は、まるで巡回しているナイチンゲールのように映り、と

ても美しい姿でした。また、誓いの言葉は、その一言一言に

改めて看護師を目指すという強い志、団結力を感じ私達の胸

に響きました。 

私達も先輩方の様に看護師を目指すという強い気持ちで精

一杯勉学に励み、来年には私達４２人全員で戴帽式を迎えた

いと思います。 

 

２年 深井舞 交流の輪を広げた交流会 
４月１２日に、春の交流会が行われました。私達交流会係は、新入

生に本校のことを知ってもらい、今後の学校生活への不安を取り除い

てほしいという願いを込めて、３月から準備してきました。３学年合

同で行う唯一の行事なので、交流の輪を広めて全員で楽しめるように

と、１年～３年まで合同でグループを編成し、他学年との情報交換が

できるような時間をたくさん設けました。 

ゲームは、おりがみでトトロやこいのぼりを折り、どのチームが協

力して早く正確に折れるかを競いました。おりがみを通して会話がは

ずみ、全員が楽しみながら行っていました。出来上がったおりがみは

全員分回収し、後日一つにまとめた大きな作品を作り、思い出として

学内に掲示されました。情報交換の場では、先輩方に実習のことや授

業ノートの作り方まで教えていただき、３年生をとても頼もしく感じ

ました。１年生も不安がなくなり、リラックスできたのではないかと

思います。この交流会で、今までよりも他学年との距離が縮まり、身

近な存在として感じられるようになりました。 

 

１年 江原由衣 初めての交流会 

学校が始まり、新しい生活に未だ不安が残るなか、春の学生交流会

が行われました。会場に入り、同じグループの方々と合流しました。

先輩方が作ってくださったスライドショーは、学校生活について紹介

したものでした。いきいきとした先輩方の姿が映っており、とても楽

しい学校生活なのだと感じました。また、レクリエーションもあり、

学年の枠を越えて楽しむことが出来ました。出来上がった折り紙は、

素晴らしい壁画になりました。そして、先輩方から直接お話を聞くこ

とで、様々なアドバイスを頂くことが出来ました。先輩方の看護学生

としての学習や実習に対する努力を感じ、私も頑張ろうという気持ち

になりました。今回の交流会は先輩方や一年生同士との親睦も深めら

れ充実したものとなりました。今回得たものを活かし楽しい学校生活

を送りたいです。 

壇上、キャンドルを手にする学生たち 

式直前、円陣を組む学生たち 

-平成２５年５月１７日-第１７回生戴帽式 

交流会で作った折り紙の前で 



通信制看護学実習 

 

 

2年課程通信制 小幡恵美 母性看護学実習を終えて 

母性看護実習の面接授業が昨年クリスマスにあり、その面接授業を

受けてから、１か月半ほどあけて病院での見学実習に挑みました。 

女性にとって母性とは身近な分野ですが、今までは深く考えたこと

がなかった領域でした。しかし今回、自らの経験を振り返ってみたり、

興味を持って事前学習に取り組み、病院実習で学びを深めることがで

きました。 

病院実習では、産褥期と分娩期に分かれての実習で、具体的な行動

目標や事前学習をしっかりして臨まないと先に進めない状態でした。 

２日間の短い時間を無駄にしないよう必死に指導者さんについてい

きながら、患者様の表情や、看護の実践を見逃すまいと努力しました。

指導者さんからの質問にも答えられるようにと一生懸命勉強すること

により、自分の力となることができました。 

通信課程の実習は、見て考えて学ぶスタイルです。事前に出された

学習ガイドによる学習など、実習が始まる前から取り組んでおくこと

で、学びたいことや実習のイメージがつきやすいと思いました。実習

中は、事前に勉強したことを思い出しながら理解を深めることができ

ました。通信教材では分かりづらかったことが明確になり、また新た

に疑問がわき、そして実習中にその疑問を解決できました。 

ほかの領域実習も進み始めたころ、最終日の面接授業が行われまし

た。グループワークの時、必死に書いた実習記録を見直し、発表し合

っていくうちに記憶がどんどんよみがえり、ほかの人の実習内容を聞

いて共感したり、逆に自分が説明することで看護技術の内容やその科

学的根拠を深め、知識を積み重ねることができました。授業で使用し

た資料はポイントが凝縮され、実習の事前学習で使ったり、国家試験

の練習問題でも見直し、書き足し使うことができています。 

７領域ある実習の１つが終了し充実感を感じることができました。

万全に臨めるよう環境の調整も大変でした。それらの努力が無駄にな

らず、有意義であるように指導してくださった指導者さん、先生方に

感謝したいと思います。 
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編集後記 校了直前の６月末現在、まだエアコンはそれほど必要と

感じません。さて、ねぎぼうず便りは今年から年３回発行になります。

次回は、もう残暑もおさまっているであろう、秋の発行予定です。ど

うぞお楽しみに。 

母性看護学実習を受ける学生たち 

2年課程通信制 田口一也 成人看護学実習を終えて 

昨年末の面接授業と実習を経て、最終日を、卒業生から送られた枝

垂れ梅に見守られ迎えました。 

他科目と比べるとテキストも多く不安もありましたが、先生に「皆

さんお久しぶりですお元気でしたか…体調はどうですか……」と声を

掛けられながら笑顔で迎えられ、緊張がほぐれました。実習は埼玉や

都内の総合病院などで、グループに分かれて２日間行ない、あっとい

う間に終わったというのが実感です。 

私は、東京逓信病院で実習をさせていただきました。患者様の希望

を取り入れながら科学的根拠に裏付けされた安全、安楽な看護ケアを

提供していました。ひとつひとつの看護ケアを行うにも、患者様の身

体状況、心理状態を理解し援助することが患者様との信頼関係を深め

ることになり、より良い援助を提供でき、疾病の回復に繋がるという

ことを学ぶことができました。 

印象に残ったのは『もし世界が１００人の村だったら』の「もし冷

蔵庫に食材があり着る服があり頭の上に屋根があり寝る場所があるな

ら……あなたは世界の７５％の人より裕福です」の文章です。世界に

目を向けると、あまりに多くの人が飢え、過酷な生活を送り戦争の犠

牲となっています。どれだけ今の自分が幸せか、教育を受ける環境を

与えられ恵まれているのか考えさせられました。学習と仕事の両立は

大変ですが、日々感謝しながら国家試験合格を目指したい、学生生活

も残り１年を切った中で一日一日を進んで行きたいと思います。 

成人看護学実習の面接授業の模様 

６月末、校庭にはすでに向日葵が 

 -３年課程体験入学実施日-

７月３０日（火）、３１日（水）／８月２日（金）、２０日（火） 

 お問合せ  048-587-1370

 -通信制学校説明会実施日-

９日１１日（水）／１０月１６日（水） 

 お問合せ 048-501-2730 


