
平成 30 年 3 月 13 日（火）2年課程通信制第 5回卒業式が行われ、112名が

めでたく卒業いたしました。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。 

学校法人藍香学園 
深谷大里看護専門学校 

学校長 大 坪 公 子   

 

 

 

 

 

私は平成 30 年 7 月 4 日 ギリシャのエ

ーゲ海にある小さな島「コス島」に行って

きました。考古学博物館にある「ヒポクラ

テスの像」に会うためです。 

ヒポクラテスは紀元前 460年頃にこのコス

島に医師の子として生まれました。古代ギ

リシャ時代の医師で「医学の父」と呼ばれ

る人です。科学としての医学を発展さ

せた初めての医師です。それまでは医

学は、医神アスクレピオスへの祈祷や呪術などを行う魔術的な

ものでした。ヒポクラテスは、病気は環境や食事や生活習慣に

よるものであると考えました。科学としての医学を客観的な観

察を行い発展させ、西洋医学の基盤を作りました。食事療法が

大切と考え、野草の効用に着目し「ヒポクラテススープ」を開

発しました。また、ハーブを使った治療やアロマテラピーなど

画期的な治療法を行いました。この島で医学が非常に発達した

のは、ヒポクラテスの力によるものです。弟子達を集めて、医

学の教えを説いていた学校のようなものがあり、プラタナスの

樹が植えられていたと言われています。現在は樹齢 500年位の

立派なプラタナスの樹があり「ヒポクラテスのプラタナス」と

言われ大切にされています。 

「ヒポクラテスの誓い」 

医学を学ぶ人は現在でも学んでいますが、 

私達に教えてくれている事は簡単な事。 

・恩師とその親族に敬意を払う 

・患者の自殺や安楽死に加担しない 

・身分や貧富によって患者を選ばない 

・患者の秘密を守る 

今から 2500 年も前から現在医学の基礎ができていたことは素

晴らしいことです。 

 ヒポクラテスの言葉で有名なものは 

「Art is long, life is short.」 

「人の一生は短いが、優れた芸術作品は長く世に残る」 

医術の修業を志す人に向けて言った言葉でその趣旨は、「医術

を修得するのには長い年月を要するが、人の一生は短いものだ

から怠らずに勉学に励め」というものです。 

「Let food be thy medicine and medicine be thy food.」 

「汝の食事を薬とし、汝の薬は食事とせよ」 

栄養学に注目した言葉です。ヒポクラテスの療法は、外部から

手を加えるものではなくその人自身の内部から変化させるも

のでした。現在にも通じる内容です。 

 コス島の考古学博物館で立派なヒポクラテス像に会えて感

動しました。ギリシャ彫刻は素晴らしく、右の腕と両足が失わ

れていますが、紀元前 4世紀の作品といわれています。この像

から「医学の父」と言われるヒポクラテスの知性が強く伝わり、

このような人が実際に生きていたと思うと動悸がしました。 

追記 

医神アスクレピオス：アテネの国立考古学博物館でこの像

に会いました。医術の神様で蛇をシンボルマークとして連れ

ています。コス島にはアスクレピオスの神殿が残されていま

す。ヒポクラテスはこの神殿で患者を治療し、医学の研究を

し弟子を育てていたと言われています。

 
 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 3 月 2 日（金）3年課程第 20回生 40名が卒業いたしました。記憶

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。 

ヒポクラテスの像          学校長 大坪公子   
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学校法人藍香学園 

深谷大里看護専門学校 



■入学式を終えて今の気持ち 

23回生 今井 亜海 

■  誓いの言葉

 2年課程通信制 7回生 浅田 聡子

 
 
 
平成 30年 3月 26日（月）第 107回看護師国家試験の合格発表がありました。合格率は 3年課程 95.0％（新規卒業者）、2年課程通信制 83.3％（5回生）とい
う結果でした。 

今年受験された 3年課程 20回生よりコメントをいただきました。多くの卒業生からコメントをいただきましたが、その一部を掲載させていただきます。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年 4 月 3 日（火）3年課程第 23回生 42名、2年課程通信制第 7回生 150名の新入生が入学いたしました。 

桜の花びらが優しくほほえむ４月３日、私は深谷大里看護

専門学校の２３回生として入学しました。入学式では新入生

代表としての「誓いの言葉」は、とても緊張しましたが、心

を込めて誓うことができました。そして周りの友達はみんな

看護師を目指し、これから一緒に学び合う仲間なんだと思う

と新鮮な気持ちでした。 

看護学生として学び始めて４ヶ月がたちました。共に学び

励まし合いながら一緒に成長している仲間たち、優しさあふ

れる先生たちと出会えたことをとても嬉しく思います。看護

の専門用語は難しく悩んでしまう時もありますが、そんな時

仲間や先生が手を差し伸べてくれます。 

看護技術の演習では、患者さんの立場になり不安な気持ち

を感じ取ったり、看護師の立場になることでコミュニケーシ

ョンの大事さを感じました。そして“身体的・精神的なケア”

の大切さに気づきました。ある先生が看護の“看”という字

は、『手と目』から出来ていて、手をかざして良く見るという

意味が込められているとおっしゃっていました。私も“看”

を意識して、患者さんをしっかり見ていきたいと思いました。 

看護学概論の『病院体験』では、命の尊さを実感した日に

なりました。看護師さんの優しさと適切な知識を持った技術

面を実際見せていただき、医療現場で活躍している看護師は、

とてもかっこよく素敵な専門職だと感じました。 

私は理想の看護師像である『看護の知識を活かし適切な判

断ができ、人の心に寄りそえる優しさをもつ看護師』を目指

し、仲間たちと３年間精一杯頑張っていきたいと思います。 

 
 

 
 
 

私はたくさんの回り道をして入学しました。三人の子供を出

産し自分自身が二十七歳、長男四歳双子二歳の時に准看護学校

に入学しました。子供の体調不良や入院・手術のたびに学校の

教科書を開き、今の自分に何ができるのかを考えました。学生

だった私に、担当医や病棟看護師さんのアドバイスはとても心

強かったです。入院中には、深谷大里看護専門学校の三年課程

の学生さんが娘の受け持ちになってくださいました。感染予防

のためのしおりをわかりやすく書いて、娘にプレゼントしてく

れました。今でも娘は大切に保管しています。 

実務経験が七年に達した今、患者さん一人一人に寄り添える

看護師になりたくて入学を決意しました。これからの二年間仕

事と学業の両立は大変困難であると思います。そしてたくさん

の不安があります。それは私だけではありません。ここにいる

七回生の皆が期待と不安を抱いていることと思います。今まで

以上に家族の支えや職場の人々の協力も得なければなりませ

ん。自分自身が決めたこの道、今この場に立っているという事

実に向き合い、同じ目標を持つ仲間とともに頑張っていく所存

です。困ったときは、先生方、先輩方相談に乗ってください。 

与えられた課題に自ら考え学び、確かな知識と技術を身につ

け患者さんに寄り添える看護師を目指します。そのためには、

初心を忘れず、全国から集まってきた仲間と助け合い、向上心

を持ちながら切磋琢磨していくことを誓います。 

（一部抜粋） 

今まで一番勉強した 3 年間でした。 
仲間と一緒に協力し合い頑張ってき
て合格できてうれしいです！！ 

ここから新たなスタートなので頑張
っていきたいです 

細井 理沙子 

 

みんなに本当に感謝しかありませ
ん！！ 

ありがとう♡ 
佐藤 友香 

 

努力は報われると思いました！ 
辛いこともありましたが、頑張って本
当に良かったです！！ 

4 月からＮｓとして頑張ります☺ 
斉藤 恵里加 

 

この喜びを忘れずに、４月からも頑張
ります。 

尾上 由衣 
 

支えてくださったすべての人達に感
謝！！ 
仲間と先生、家族は本当に大切な支

え。 
金子 美沙紀 

 

一時はダメだと思ったけど、あきらめ
ずに勉強してきてよかった。いろんな
人の支えがあったからこそ今の自分

がある！！すべての人へありがと
う！！ 

須長 幹太 

 

人生の中で一番勉強した！！と思え
るくらいまでやって、悔しい思いもた
くさんしたけど合格して、頑張って良

かった！！と思いました！！ 
４月からまた頑張っていきます！ 

島田 美佑 

 

やりきりました☺ ！ 
今までの人生の中で一番濃い３年間
で、今日が一番嬉しい日です！！あり

がとうございました。 
柴崎 早彩 

 

 
合格することができて本当に嬉しい

です！！今まで支えてくれた先生方、
家族、友達に感謝します！！ 
頑張ってよかった！！☺ 

田島 静夏 
 
 



■初めての学生交流会 

23回生 舟山 愛実 

平成 30 年 4 月 6 日（金）に、2年生 22回生が中心となり春の交流会を行いました。3学年全員が顔を合わせる貴重な機会

なので、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。 

■春の交流会を終えて 

22回生 土田 楓夏 

■新入生のみなさんへ 

21回生 茂木 実咲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たち１年生は入学して間もなく不安や緊張、楽しみなど

を抱く中、学生交流会に参加しました。三学年が少人数のピ

アグループに分かれチーム対抗で看護にまつわる手作りの

ビンゴゲームをやりました。グループで考えながら私たち一

年生も参加できるよう声がけしてくれる先輩方はとても優

しく次第に緊張感も解け打ち解けていきました。 

先輩方とのお話会では自己紹介をし不安な事、気になる事

などたくさん質問させて頂きました。実際にノートなども見

せて頂いたり、学校生活や勉強方法など直接アドバイスを聞

くことができ、とても参考になりました。看護師という同じ

夢をもっている仲間との親睦を深める貴重な時間となり、自

覚が芽生え充実した時間を和気あいあいと過ごすことがで

きました。忙しい学校生活を送る中、このような貴重な機会

を作ってくださった先輩方に本当に感謝しています。 

 

 

 

4月 6日、新入生を迎え春の交流会が行われました。 

今年の春の交流会は、先輩・後輩共に学び合うことを目

的にピアグループで行われ、新入生に学校に慣れてもらう

ことや学生同士の交流を、２年生中心に行いました。 

学校紹介の VTR 観賞や白衣紹介、グループ対抗のビンゴ

大会、お茶会を行う中で、沢山の笑顔や学年を越えた交流、

そして先輩から後輩へ看護学生としての生活の仕方などの

伝統が受け継がれる様子を見ることができました。 

春の交流会の準備は寒い時期から始まり、何度も試行錯

誤を繰り返し行います。今年からピアグループが導入され

たこともあり、当初不安や心配がありました。しかし交流

会係のメンバーや交流会係の先輩方、先生方、そして協力

してくださった皆さんのおかげで、素敵な時間を全学年で

共有できました。ご協力いただいた皆さんに、感謝致しま

す。 

１年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。緊張感

のある入学式を終え、約３ヵ月が経ちましたが、看護学校

での生活は慣れてきたでしょうか？入学当初の学校への印

象と実際は大きな違いがあるかもしれません。環境も変わ

り勉強量も増え大変に感じることも多いと思いますが、み

んなも通ってきた道です。実際に臨地へ行き、患者様と関

わることで看護師への目標がより明確になると思います。

クラスの仲間と共に同じ目標に向かって励ましあい、支え

あいながら一緒に乗り越えていきましょう。また、皆さん

の周りには多くのサポーターがいます。先生方も優しく親

身になり話を聞いてくれる方ばかりです。 

「看護師」という目標に向かって私たちと共に頑張って

いきましょう。 



■戴帽式を終えて 

22回生 高橋 杏奈 
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平成 30 年 5 月 18 日（金）2年生 22回生 39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。 

■先輩たちの戴帽式を見て 

23回生 阿由葉 アリサ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇学校説明会（准看護師の方対象）…
8/16（木）10/13（土）  ℡: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。 

 

◇学校説明会…8/27（土）10/22（土）  
℡: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

◇オープンキャンパス（3年課程）…※7/30（月）8/1（水）8/6（月）8/17（金） ℡: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。 

 

◇3年課程体験入学…※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。 出願期間 合格発表

第２回 平成３０年   ７月３０日（月）～平成３０年   ８月１０日（金）必着 平成３０年   ８月２７日（月）

第３回 平成３０年   ９月１３日（木）～平成３０年   ９月２８日（金）必着 平成３０年１０月２２日（月）

第４回 平成３０年１１月   ９日（金）～平成３０年１１月２２日（木）必着 平成３０年１２月１２日（水）

2年課程通信制募集日程

私は戴帽式係になり、誓いの言葉を作る中心的な役割を

担いました。誓いの言葉を作ることは私が想像していたよ

りも大変で、みんなで何度も悩み言葉を考えました。誓い

の言葉の中で印象的なものは、「看護を実践できる喜びを感

じると共に、自分自身の未熟さにも気づいた」というフレ

ーズです。基礎看護学実習Ⅰでは、知識や技術の不足を痛

感し勉強を行い、基礎看護学実習Ⅱでは、患者さんのため

により良い看護が提供できるようになろうと思ったからで

す。そのため「笑顔を忘れず誠実な態度」でいること、「患

者さんだけでなくその家族とも信頼関係を築く」こと、「患

者さんの安全・安楽を守るためにさらに知識・技術を身に

つける」ことを目標に、日々努力したいです。 

 先生方から頂いたナースキャップの重さと、蝋燭の温か

な光を忘れることはありません。つらい時はこの戴帽式を

思い出して、頑張る糧にしたいと思います。そして立派な

看護師になりたいです。 

 私は、戴帽式というものを初めて見ました。真っ暗の中、

先生は先輩たちの名前を心を込めて呼び、それに対して先

輩たちは大きな声で返事をし、ゆっくり歩き先生によって

被せられたナースキャップ、そして手に持つロウソクが一

つ一つ灯り、真っ暗だった体育館を明るくしていく光景に

私は、とても感動しました。体育館を明るく灯す先輩たち

のロウソクは、これから看護師になるのだという決意の灯

火にも見えました。先輩たちが体育館のステージの上に並

び、先輩たち一人一人考えた誓いの言葉を息を合わせて述

べる姿は、迫力があり、圧倒され、心に響くものでした。

その先輩たちの姿はとても輝いて見えました。 

 私たちも来年、戴帽式をするのだと思うと今は不安もあ

ったり、楽しみであったりもします。先輩たちみたいに堂々

と看護師になるのだという決意が強く持てるよう、これか

らも学校での勉強はもちろんですが、予習復習をもっと頑

張っていきたいです。 

■平成３１年度入学試験のお知らせ 

■ホームカミングデー  

平成 30年 7月 13日（金）に卒業生をお迎え

し、にぎやかに在校生や友人たちと旧交を

温めました。 

■基礎看護技術対面授業 

6月から 7月にかけて、２年課程通信制７回

生の基礎看護技術対面授業が行われまし

た。モデルを使った演習などを行いました。 

■図書室からのお知らせ 

10月 26日に内藤いづみ先生の特別講

演があります。内藤先生にはたくさん

の著書があり、「内藤いづみ先生の本

のコーナー」を図書室に作りました。

「看取るあなたへ」「いのちの不思議

な物語」「改訂版あした野原に出てみ

よう」「最高の一日最良の最期」「いい

医者いい患者いい老後」などがありま

す。この機会にぜひ読んでみてくださ

い。 

出願期間 試験日 合格発表

平成３０年１０月   ９日（火）～平成３０年１０月２３日（火）必着 平成３０年１１月   ２日（金） 平成３０年１１月   ８日（木）

社会人 第１回 平成３０年１０月   ９日（火）～平成３０年１０月２３日（火）必着 平成３０年１１月   ２日（金） 平成３０年１１月   ８日（木）

第２回 平成３１年   １月   ４日（金）～平成３１年   １月１７日（木）必着 平成３１年   １月２５日（金） 平成３１年   １月３０日（水）

第３回 平成３１年   １月３１日（木）～平成３１年   ３月   ４日（月）必着 平成３１年   ３月   ８日（金） 平成３１年   ３月１１日（月）

一般 第１回 平成３１年   １月   ４日（金）～平成３１年   １月１７日（木）必着 平成３１年   １月２５日（金） 平成３１年   １月３０日（水）

第２回 平成３１年   １月３１日（木）～平成３１年   ３月   ４日（月）必着 平成３１年   ３月   ８日（金） 平成３１年   ３月１１日（月）

３年課程募集日程（修業年限３年全日制）

入試種別

推薦


