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第 19回生の戴帽の儀が平成 27年 5月 22日に行われ、看護の神々しい精神が私達にも伝わり 

感動致しました。誓いの言葉でまず導いて下さっている先生方や家族への感謝の言葉が述べら 

れ、次にどんな看護師になりたいか努力目標が掲げられています。専門的な知識、より良い技 

術を身につけて、安全安楽な援助をすること。人々の思いをくみ取り常に笑顔で患者さんの持 

つ個別性を尊重した援助をすること。患者さんだけでなく家族の方にも信頼されるようになる 

こと。命を守る者として責任を持ち続ける看護師を目指すこと。学ぶ意欲を持ち続けること。 

と宣言されておりとても立派でした。 

社会的に看護師は尊敬される職業です。先輩看護師達の努力によってこのような評価がなされ 

ていると思われます。私は看護師は「教養のある人」でなければならないと思っています。教養とはなんでしょうか。教養とは文

化についての広い知識や豊かな心、またそれによって養われた品位と言われています。学習は豊かな人間性を育む課程であると考

えており、人間的な品格や教養を備え、看護師として社会的に貢献することを目標としています。 

品格や教養がないといくら仕事が出来ても人間的に十分な尊敬は得られません。幅広く文化的な勉強が出来るのは学生時代です。

単なる知識だけでなく私達の人格の成長の

ために学問や芸術に親しみ、高い教養を身

につけていきましょう。短歌を添えます。 

 
 
 
 
実習先でお世話になった病院関係の皆様、指導を受けた先生方、暖かく見守ってくださった家族、共に励まし合った後輩達に祝

福され、38名の学生が巣立って行きました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

卒業式 －平成 27年 3月 6日（金）3 年課程第 17回生 38名がめでたく卒業いたしました。        
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学ぶ喜びを知ることができました。 

  三田葉子（左） 

仕事と育児と勉強の両立は大変でしたが、仲間

や先生の支えでやってこられました。より良い

看護が出来るよう頑張りたいと思います。  

       小泉信子（右） 

 

長かったようで短かった 2 年間でした。先生と

ファミリーに感謝です。   吉田潤子（左） 

ひとりではここまでこられなかったと思うの

で、皆さんのおかげで卒業できて良かったで

す。2 年間お世話になりました。  

       花園洋子（右） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 3月 25日（水）に看護師国家試験の合格発表がありました。既卒生を含めた合格率は、 

87.1%で全国 1 位でした。（通信制の全国平均 65.1%）新規卒業者のみの合格率も大変よく、89.6％ 

と全国トップクラスの結果でした。（通信制新卒者全国平均 80.8%） 

多くの困難を克服し、これまで積んでこられた日々の努力と熱意が実を結んだものと思います。 

豊富な経験と持ち味を活かされ、なお一層ご活躍されることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

私達は今日まで 10 年間、准看

護師として働いてまいりました。

この間、患者様との関わり方に悩

むことも多くありました。しかし、

辛い状況にある患者様の表情が

優しい声かけを続けることで穏

やかになっていったり「口から食

べたい。」という患者様の希望を

叶えたいと諦めず嚥下訓練をした結果、少しずつ経口摂取が出

来るようになった時に向けてくださった嬉しそうな顔は忘れ

ることが出来ません。そんな時に看護という仕事はとても有意

義でやりがいのある素晴らしい職業だと感じることが出来ま

す。今後もずっと看護師として働き続けていきたいと思ってお

ります。そのためには、日々発展し続ける医療や変化する社会

制度、患者様の多様化するニーズに対応していけるよう、知識           

を深め根拠に基づいた看護が提供できるようにならなければ

いけないと感じています。 

昨年の 4月に精神保健福祉法の一部が改正され、国の方向性

として、長期入院患者の在宅での看護が益々必要になってくる

と考えられます。また後期高齢者の増加により、認知症の高齢

者への対応も重要視されています。現在の臨床の経験を活かし、

将来は訪問看護師として、これらの方々の生活に密着した看護

を提供したいと考えています。その為にも資格を取得し、一生

の仕事として取り組んでいきたいと思います。より確かな知識

と高度な技術を身に付け、自分で考え行動出来る判断能力や的

確な実践力を高めたいと思います。 

そして人としても成長出来るよう努力し、信頼される看護師

を目指したいと思っております。この二年間は、仕事と勉強の

両立等、困難な事も多々あると思いますが、今日出会った百二

十五名の同志と共に切磋琢磨し、勉学に励むことをお誓い致し

ます。《一部抜粋》 

 

 

私は、4月 7日に 20回生として深谷大里看護専門学校に入学しました。来賓の方々か

らご祝辞をいただき、祝福をしてくださった多くの方々への感謝の思いと共に勇気が湧

いてきました。 

看護の基礎である人体の構造と機能を学んでいます。講義の内容を身体に置き換えて

考えることで理解しやすいことがわかってきました。また、日常生活の援助技術の演習

では、初めは手順通りに行うことで精一杯でしたが、患者様の気持ちを考えながら練習

を重ねていくことが大切であることに気づきました。 

これから、看護師になるという目標に向かって学ぶ姿勢を大切にし、勉学に励んでい

きたいです。そして、看護学生として自覚を持ち、同じ志を持つ仲間と共に切磋琢磨し

合いながら、成長していきたいです。 

家族と友達に感謝です。 山本恵美（左） 

卒業イェーイ！2 年間ありがとうございます。

自分で自分を褒めてあげたいです。 

大河原三和子（右） 

 

入学して今、同じ志を持つ仲間と共に      20回生 松本愛璃 

入学式－平成 27年 4月 7 日（火）3年課程第 20回生 42名、2年課程通信制第 4回生 125名の新入生が入学いたしました。       

平成 27年 3 月 17日（火）2年課程通信制第 2回生 116名が卒業し、式典後の祝賀パーティにてコメントをいただきました。 

        

誓いの言葉   2年課程通信制 4回生 峯岸守恵 



  

 

 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。緊張に包まれた入学式から 3カ月たちましたが、看護学生の生活に驚いてい

るのではないでしょうか。入学した頃の私もそうでした。たくさんの課題やテスト、そして膨大な勉強量に四苦八苦したのを思

い出します。しかし、専門性のある知識・技術を学んでいく中で、自分の目標である看護師へと一歩ずつ近づいていくことに喜

びを感じました。 

看護の根底となる基礎的な知識は、今だけしか学ぶことができません。クラスの仲間はもちろん、私達や先生方と一緒に勉強

に励みましょう。3年生は、沢山の勉強と実習で経験を積ませていただいていますので、気軽に声を掛けてください。きっと力に

なれると思います。同じ学校の学びあう仲間として、互いに高めあいながら、自分の目標や夢に向かって一緒に頑張っていきま

しょう。 

 

  

 

 

入学して先輩方と関わる初め

ての機会である交流会に不安、緊

張、楽しみなど沢山の気持ちが入

り混ざる中で参加しました。交流

会では学校生活の内容が詰まっ

た動画を見たり、各グループでゲ

ームを行ったりしました。また、

先輩方から学習や生活について

の話を聞きました。特に先輩方は努力の大切さについて話して

くださいました。学習面では机に向かい、知識を高める努力、

実習では対象の心を知り援助する難しさと戦う努力、また、仲

間と共に頑張ることで達成感や正しい技術を得られるなどを

教えて頂きました。看護師になるための道のりは簡単なもので

はないと改めて感じました。 

先輩方はとても優しく親切だったので本当の看護師のよう

で、私も先輩のようになれるよう日々知識や技術を増やし、学

んでいきたいと思います。これから頑張っていこうという活力

にもなる機会となりました。このような会を開いて頂いてあり

がとうございました。 

 

 

私達 2年生が中心となり、春の交流会を行いました。始めは、

どのようなことをすれば全学年が楽しい時間を過ごしてもら

えるかが不安でした。そこで係りで何度も話し合い、先輩から

アドバイスを頂き学校紹介や身体を動かすゲーム、学年を超え

て交流が出来る茶話会を考えました。学校紹介は、入学したば

かりの 1年生に学校生活について、登校時や実習室に入る時の

ルールなどをわかりやすく映像にして伝えました。1年生が笑

顔で頷いているのを見て良かったなぁと思いました。ゲームで

は、絡んだ手をどのチームが早く解けるかという「人間知恵の

輪」や風船をバトンにチームで運び合う「風船リレー」を行い、

みんな歓声をあげて楽しんでいました。茶話会では、3年生か

ら 2年生に実習にむけてのアドバイスを頂き、2年生は 1年生

に授業ノートのつくり方を話したりいろいろな情報交換が行

えました。 

学生全員で顔を合わせる機会が少ないため、学年間の距離を

縮めることが出来た良い交流の場となったのではないかと思

いました。それぞれのグループの写真を思い出として学内に掲

示しましたのでみなさん見てください。最後に今回の交流会に

ご協力いただいた皆様に感謝します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           今年もきれいに咲きました              20 回生ガイダンスにて    

春の交流会 －平成 27年 4月 10日（金）        

努力の大切さを教えて頂いた交流会  20回生 島田美佑 

新入生のみなさまへ～共にがんばりましょう 18回生 戸塚弘樹 

学年間の距離が縮まった春の交流会  19回生 諸川祐 

２年課程通信制  

在宅看護論の授業風景             蜂谷先生の国家試験対策特別講義        学校説明会 



 

 

8月 5日（水）  9月 17 日（木） 

10月 7 日（水） 

 

7月 30日（木）  8月 4 日（火） 

8月 7日（金）  8月 18 日（火） 

 

 
    

 

 

 

 

風香る新緑の季節、私達 19回生 43名は戴帽式を無事終える

ことが出来ました。私は、式典係として、クラスみんなの想い

がつまった“誓いのことば”を一つにまとめるというとても貴

重な体験をしました。“誓いのことば”は、看護師になるため

の誓いだけでなく、いつもお世話になっている人への感謝の気

持ちを伝えられたらいいなと思い考えました。完成してからは

何度もクラスで練習し、戴帽式を成功させたいという気持ちで

取り組みました。緊張感いっぱいに迎えた当日、クラス全員で

円陣を組むと、緊張が消え、やる気が満ち溢れました。式が終

わったあと、沢山の人に「お疲れ様」「感動した」「頑張ってく

れてありがとう」と声をかけてもらいすごく嬉しく思いました。

一生に一度の戴帽式係を務めることが出来て良かったです。 

“誓いのことば”は、一生忘れません。くじけそうになった

時は、この日を思い出して頑張ろうと思います。そして、ここ

にいる 43名が一人も欠けることなく看護という無限の可能性 

を秘めた道を、誇りをもって歩み続けていきたいと思います。 

戴帽式に出席して先輩方の姿を拝見し、深い感銘を受けまし

た。普段から昼休みなどの時間を有効に活用して誓いの言葉を

練習する先輩方の姿を見て、どのような式なのかを楽しみにし

ていました。 

当日は私の想像を遥かに超えて、とても素晴らしく感動に包

まれた式となっていました。暗闇の中で蝋燭を持つ凛とした姿

は非常に美しく、これから看護師となるという強い意志が伝わ

りました。そして、全員の蝋燭が揃った時の迫力、先輩方の引

き締まった表情や姿を見た時の感動は忘れられません。また、

誓いの言葉に込められた思いの深さも心にとても響きました。 

来年はいよいよ私たちが主役となります。私たちも先輩方を

超えられるような式が行えるように、日々勉強や実習で多くの

知識や技術を習得し、自分たちの糧になるよう努力したいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成 27年 3月 25日（水）に第 104回看護師国家試験があり

本校からは 38 名（新規卒業者）が受験しました。合格者は

全員が看護師として就職し、医療業界へ貢献を目指して頑張

っています。 

↑平成26年度卒業記念品として17回生に校旗を寄贈していただきました。 
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体験入学（3 年課程）のお知らせ  

3 年課程 国家試験・就職状況  

戴帽式 －平成 27年 5月 22日（金）来賓、学園関係者臨席のもと、第 19回生 43名の戴帽式が挙行されました。        

学校説明会（2年課程通信制）のお知らせ  

一生に一度の戴帽式係を担当して  19回生 川上貴代佳 凛とした姿に感動した戴帽式    20回生 齊藤恵里加 

元気に活動しました！ その他、緑化活動やボランティアにも多数の学生が積極的に参加しました。 

防災訓練の様子         在宅看護論の授業にて        母性看護学の授業と実習でお世話になった川平先生と 18回生  


