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戴帽式の感動を忘れずに

深谷大里看護専門学校
学校長 大 坪 公 子

学校長 大坪公子

戴帽の儀は誠に厳粛に執り行われ、

こと」が看護の基本だ。と述べています。現在でも自然治癒力

看護の神々しい精神が伝わり感動いた

を重視するこの考え方は看護の基礎となる重要な言葉です。

しました。
「誓いの言葉」はとても立派

日本でも明治 18 年から 23 年頃にたくさんの看護婦養成所

でどのような看護師になりたいかがは

が開かれました。西洋看護教育（ナイチンゲール方式）の導入

っきり表明されていました。看護の実

がなされ、専門職として職業化された近代看護が行われるよ

習では、コミュニケーションを大切に

うになりました。第二次世界大戦後はアメリカの看護界の影

することで信頼関係を築くこと。個別

響を大きく受け、主体的に看護活動ができる看護婦を養成す

に合わせた援助が必要なこと。科学
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ることを目指すようになりました。

的根拠に基づいた確かな知識を得る

さらに看護婦は昔は女性の職業でしたが、男女共同参画社

ことで、患者様の小さな変化に気付

会になり男性も参加するようになり看護婦という言葉はもは

くこと。観察力を身に付けること。

や無くなり、看護師とよばれるようになりました。

安全安楽な技術を持つこと。人間愛を忘れずに、患者様の気

看護師は人々から尊敬される職業です。それはしっかりと

持ちに寄り添い、こころの支えになること。尊い命と向き合

した学問と教養を身に付けた人たちが「温かい思いやりの心」

い、看護師としての誇りを胸に、生涯学び続けること。悩み苦

で仕事をしているからです。先輩の看護師たちが努力して看

しいときも、自ら選んだ命に携わる看護の道に向かって切磋

護の仕事を通じて社会に貢献できる人物になって下さい。看

琢磨し、日々精進していくこと。が誓われました。

護の仕事が好きになり、仕事によろこびを見出した人は、誰

この戴帽の儀は、ナイチンゲールがクリミア戦争の時に毎
晩ランプの光を揚げ一人一人の傷病者を見回ったことが元に

からも愛される素晴らしい人間になっていることでしょう。
学生の皆さん！心豊かな温かい看護師になって下さい。

なっていると言われています。ナイチンゲールは 1860 年にイ
ギリスの聖トーマス病院に看護学校を作り近代看護教育の創
始者となりました。
ナイチンゲールは「新鮮な空気、光、暖かさ、清潔さ、食事が

《

短歌

》

看護する喜び求め学びゆけ

いのち

大地は緑 命 あふるる

適切であること、患者の生命力の消耗を最小限におさえる

平成 28 年 3 月 4 日（金）天候にも恵まれ、3 年課程第 18 回生 43 名が卒業

平成 28

いたしました。3 年間、誰ひとり欠けることなく全員揃って卒業ができ、記

業いたしました。式典後には恒例の祝賀会を開催し、卒業生同士や教

憶に残る大変素晴しい式となりました。向上心と思いやりの心、そして感

職員との交流に花が咲き、楽しい時間を過ごしました。今後、看護職と

謝の気持ちを忘れず、新しい環境でも活躍されることを期待しています。

しての使命を立派に果たされますよう教職員一同願っております。

年

3

月

15

日（火）2

年課程通信制第 3 回生 113 名がめでたく卒

３年課程

２年課程通信制

（全国平均 89.4％）

（全国平均 77.1％）

平成 28 年 3 月 25 日（金）第 105 回看護師国家試験の合格発表があり、
今年受験された 3 年課程 18 回生よりコメントをいただきました。合格者は、
大学病院や総合病院等に就職し、現在看護師として頑張っています。
国家試験無事に合格しました！国試勉強は死

国家試験無事に合格できて良かったです！本

ぬほど辛かったけど、諦めずここまで頑張っ

当に最後まで不安だったけど、受かってホッ

て良かったと思います。先生たち LOVE です。

としました。3 年間楽しい学校生活でした。

3 年間ありがとうございました。

原野せりな
荻原優華

国試合格できました！3 年間つらかったけ

国家試験無事に合格しました！先生や講師の

ど、合格できて良かったです。皆に支えられ

方々のおかげで合格できたと思っています。

ての 3 年間でした。これからも頑張りたいで

本当に嬉しくて手足震えました。
石関美那子

す。夢が叶ったことが本当に嬉しいです。
濱

千秋
3 年間の努力が実って国家試験に合格できま
した。実習と国試を無事に終えることができ
てホントにホントに嬉しいです。
粒針 茜

3 年間今までの力の集大成を全力で出し
きり無事に合格ができました！これまで
支えてくれた先生、友人に感謝！
矢島真生

無事に合格できました！不安で不安で仕方が
なかったけど、今は本当に嬉しくてしょうが
ないです！3 年間頑張って良かったです！
ありがとうございました。
田島由佳

念願の看護師となり、夢に向かって歩い
かんいまいおう

ていきます。
「敢為邁往」を胸に努力を
続けていきたいと思います。3 年間あり
がとうございました。

戸塚弘樹

平成 28 年 4 月 5 日（火）3 年課程第 21 回生 41 名，2 年課程通信制第 5 回生 125 名の新入生が入学いたしました。

■誓いの言葉
2 年課程通信制 5 回生

鈴木

布紗子

ともありました。患者の家族として入院生活を見守る経験を
し、自分の看護に対する姿勢や看護技術を改めて見直す機会

私は高校卒業後、現在働いている

となりました。患者さんと向き合うという事は身体的援助の

病院に就職し、働きながら准看護師

みならず、精神的援助が重要であり、医師・看護師・医療チー

の免許を取得しました。准看護師と

ムのメンバー全員が一丸となり患者さんに寄り添うことでよ

して働くことにやりがいを感じ、仕

り良い医療の提供につながることを実感しました。また、患者

事にも満足していました。しかし、

さんから信頼されることが自信となり、それが患者さん個々

出産を経験し育児休業を終えて仕

に必要な看護援助を見出すことにつながることも学びました。

事に復帰した時に、自らの看護についてこれで良いのかと不

これからの 2 年間は、勉強と仕事の両立、子育てや介護と

安を感じることもありましたが、日々の仕事や家事に追われ、

私たちが置かれている状況は様々で、困難なこともあるでし

気が付くと 10 年という月日が経過していました。

ょう。しかし、今、学ぶ機会を与えられたことに感謝しており

そのような時、母が癌であることがわかり、初めて家族の手

ます。看護に必要な幅広い知識や看護技術を身に付け、それぞ

術や闘病を支える生活が始まりました。今まで、病気ひとつし

れが目指す看護を実践するために日々努力を惜しまず、勉学

たことのない母の異変に気付くことができず自分を責めたこ

に励むことをここに誓います。
（一部抜粋）

■仲間同士切磋琢磨しあい頑張ります！
21 回生

篠﨑

■新入生のみなさんへ
19 回生

七海

清水

良

4 月 5 日に入学式を終えた私たち 21 回生は、まず始めにガイ

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。皆さんが入学

ダンスを受けました。学校でのルールや授業の流れの説明を受

してきて 3 カ月がたとうとしていますが、学生生活には慣れた

けましたが、１コマ 90 分という長い時間に慣れず、戸惑うば

でしょうか？

かりでした。

みなさんの姿を見て、送られてきた教科書の多さについてい

現在、私たちは本格的に授業が始まり、膨大な量の情報を必

けるだろうかと、不安でいっぱいだった自分を思い出します。

死に処理する日々を送っています。看護学概論では、
「看護とは

その一方で、先輩ということを実感し、身が引きしまる思いです。

何か」ということを学んでいます。看護理論家によって異なる

これからは学ぶことも多く、授業や課題などで忙しい日々に

様々な考え方を知り、看護についてもっと深く知りたいという

追われながらも、充実した生活を送ることと思います。共に学ん

意欲が湧きました。人体形態機能学では、授業の内容を自分の

だ仲間は、生涯かけがえのない友となるはずです。同じ夢に向か

身体に置き換えイメージすることで理解を深めています。

う仲間と協力しあいながら、一緒に頑張っていきましょう。わか

まだ慣れないことはたくさんありますが、少しずつ様々なこ
とに身をもって知っていき、同じ志を持つ仲間同士励まし、助

らないことがあれば、いつでも先輩たちを頼ってください。みん
なで素晴らしい深谷大里看護専門学校を作っていきましょう。

け合いながらこれからの学生生活を送りたいと思っています。

▲看護師は個人ではなくチームで業務を行うことから、
「コミュニケーション能力」が求められます。その為、１年次はグループワークをしながら基礎医学と教養を学んでいくのが特徴です。

■交流会で得たもの
平成 28

年

4

月

8

日（金）に、2

21 回生

年生 20 回生が中心となり春の交流会を行い

森山

絵里子

ました。3 学年全員が顔を合わせる貴重な機会なので、ゲームや座談会を
通じて、1 年生の疑問や不安点を聴きながら先輩学生が直接アドバイスを
するなど、親交を深めました。

先輩方の学生生活が聴ける数少ない機会だと伺い、意気込ん
で迎えた交流会。
交流会では、学校紹介から始まり、白衣の着用方法、グループ

■春の交流会を振り返って
20 回生

近藤

真友美

4 月 8 日、天候に恵まれた中、春の交流会がおこなわれました。

対抗レクリエーションなど、とても楽しい時間を過ごさせて頂
きました。またお茶会では、先輩方の授業ノートだけではなくご
自身でまとめられたノート、実習前の取り組み課題も見せて頂

今回の交流会では主に新入生に学校に慣れてもらうことや、各学

き、先輩方の勉強に対する姿勢、患者様への誠実な思いを感じ、

年の親睦を図ることを目的に、学校紹介・レクリエーション・お

身が引き締まる思いでした。

茶会を企画しました。

これからは交流会で感じた気持ちを忘れず、一日一日を大切

学校紹介では、看護学生としての日々の過ごし方や気を付ける

にし、学生生活を充実させて行きたいです。そして、来年入学さ

ことを、映像でまとめて紹介しました。レクリエーションでは、

れる一年生に自分たちの一年間の軌跡を自信を持って伝える事

『お絵かきリレー』
、
『ステレオゲーム』をおこないました。各チ

が出来るように取り組みたいと思います。このような会を開い

ームが競って必死に絵を描き走ったり、声をあげたりと笑顔も見

て頂いて、先輩方のお話を伺い、良い緊張感が生まれた事ととも

られて楽しそうでした。3 学年が混ざったゲームでは、学年の壁

に一年生の中では交流会で得た情報を共有する事で親交も深ま

を越えてグループが１つになる大切さを感じました。また、お茶
会では、他の学年に勉強の大切さや楽しさ、分からないところを
聴いたり、失敗談を交えた話から笑いの絶えない楽しい会となり
ました。
今回自分達 2 年生が中心で企画・運営するのは初めての経験で
不安なこともたくさんありましたが、係りのメンバーがいろいろ
支えてくれて、大きな事故もなく交流会を終えることが出
来ました。参加していただいた皆様、ご協力ありがとうございました。

りました。本当にありがとうございました。

平成 28 年 5 月 20 日（金）2 年生 20 回生 42 名の戴帽式が、多くの来賓やご家族の方々の参列の下で行われました。

護にあたり、暗い病舎を一人一人の患者を灯火で見守ったことからきている

■自分を変えた戴帽式
20 回生

根岸

そうです。

沙也加

初めて参加した戴帽式。小さな蝋燭の炎が集まることで、大きな光となりと
緑風のさわやかな季節、私達 20 回生 42 名は、戴帽式を無事終えることが

ても幻想的な式であり、暗闇の中、先輩たちの真剣な眼差しがナイチンゲー
ルの姿と重なって見えるようでした。また、誓いの言葉から、尊い命に携わる

出来ました。
私は、式典係として、20 回生の想いのこもった“誓いの言葉”を作成すると
いうとても貴重な体験をしました。“誓いの言葉”を作成するにあたり、自分の
目指す看護師とは何か、対象にはどうなってもらいたいか、など様々な感情

専門職へ向かうという強い自覚と責任の重さを感じました。
来年の戴帽式では、２1 回生全員が一人も欠けることなく、情熱と責任感を
持って臨めるよう、人間性を高めると共に、勉学にも励み頑張りたいと思います。

があふれてきました。そのあふれる思いが 20 回生らしく伝えられたらいいなと
思いました。“誓いの言葉”が完成してからは、どうしたら私たちの想いが、伝
わるかなど試行錯誤を繰り返し、何度も練習し、戴帽式を成功させたいという
気持ちで取り組みました。当日は、緊張感でいっぱいの中、全員で円陣を組
むと、さらに気を引き締めることが出来ました。式を終えたあとは、一生に一度
の戴帽式をおこなうことが出来、清々しい気持ちになりました。練習ではなか
ったナースキャップの重みを感じ、改めて尊い命に向き合う看護師に誇りを持
ち、自分の目指す看護師に一歩ずつ近づいていきたいと思うことが出来ました。
この戴帽式の“誓いの言葉”は、私達の誓いなので、一生忘れません。これ
からの実習や勉強でくじけそうな時は、この戴帽式を思い出し、私たちを待っ
ている患者様と向き合えるように頑張ろうと思います。そして、誓い通り、20 回
生 42 名が 1 人も欠けることなく切磋琢磨し、生涯学び続けたいと思います。

■１つ１つの灯の意義
21 回生

中村

慶子

厳粛な雰囲気の中で行われた戴帽式に、私たち１年生も、参加させていた
だきました。戴帽式は、ナイチンゲールがクリミア戦争において、傷病兵の看

■小嶋むつみ先生、ありがとうございました！
今年で開校 20 周年となり歴史が積み重なったこ
の節目の時期に、創立当初より本学の発展一筋にご
尽力なされた顧問の小嶋むつみ先生が、この度ご勇
退されました。

▲学生が自ら考え作成した「誓いの言葉」は、看護師になる決意が込められており大変立派でした。
11 月から始まる領域別実習がより充実なものとなるよう、初心を忘れずがんばってください。

■図書室からのお知らせ
>>ＤＶＤの貸し出しができるようになりました。
平成 28 年 6 月より、授業で使用しているＤＶＤの貸出ができるようになり
ました。点滴や吸引など技術を中心に解剖生理等のＤＶＤを 50 枚用意しま
した。今後も増やす予定ですので、是非、復習等に役立ててください。

常に学生ひとり一人を大切にし、学生の持てる可
能性を信じ伸ばし、この 20 年間で 3 年課程 701 名、

■平成 29 年度入学試験のお知らせ

2 年課程通信制 324 名の卒業生を看護師として送り

3 年課程（全日制）

だしました。
これまでの道のりはご苦労が尽きなかったことと
思いますが、惜しむことなく指導力を発揮され、教
え、導き、支えてくださったことを心より感謝申し
上げます。小嶋先生の功績をたたえるとともに、今
後の更なるご活躍を心よりお祈り申し上げます。

入試区分
推薦
社会人

第1回

一般
社会人
一般
社会人

入学試験日

願書受付期間

合格発表

平成 28 年 11 月 4 日（金）

平成 28 年 10 月 11 日（火）
～10 月 25 日（火）

平成 28 年 11 月 10 日（木）

第1回
第2回

平成 29 年 1 月 27 日（金）

平成 29 年 1 月 5 日（木）
～1 月 19 日（木）

平成 29 年 2 月 2 日（木）

第2回
第3回

平成 29 年 3 月 10 日（金）

平成 29 年 2 月 3 日（金）
～3 月 6 日（月）

平成 29 年 3 月 13 日（月）

◇体験入学（3 年課程）…※7/29（金）8/2（火）8/3（水）8/18（木） ℡:048-587-1370
※詳細はホームページにてご確認ください。体験入学参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。

2 年課程通信制（※准看護師の方対象）
◇3 年課程体験入学…※7/29（金） 8/2（火） 8/3（水） 8/18（木） ℡:048-587-1370
願書受付期間
合格発表
※詳細はホームページにてご確認ください。体験入学参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。
第2回

平成 28 年 8 月 3 日（水）～

8 月 16 日（火）必着

第3回

平成 28 年 9 月 21 日（水）～10 月 4 日（火）必着

平成 28 年 10 月 18 日（火）

第4回

平成 28 年 11 月 9 日（水）～11 月 22 日（火）必着

平成 28 年 12 月

◇学校説明会（准看護師の方対象）…8/27（土）10/22（土）
▲【左下】大坪公子学校長【中央】小嶋むつみ先生【右】田杭とも子副校長

平成 28 年

8 月 30 日（火）

6 日（火）

℡:048-501-2730

※詳細はホームページにてご確認ください。学校説明会参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。

【左上】橋本和担当理事代理【中央上】今井育一前学校長

◇学校説明会…8/27
（土）10/22
（土）
℡:048-501-2730
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