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学校長就任のご挨拶
本年４月に大坪公子前学校長の後任として、本校の学校長に
着任した髙木正雄です。
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ような有能な看護師に育っていくことを期待するものです。ま
た江戸時代末期から明治、大正、昭和にかけて大実業家として

私は日頃は内科の医師として東京の三

我が国の歴史上有名な渋沢栄一先生が、この深谷市出身で、藍

軒茶屋にあるクリニック（東都三軒茶屋

という植物から藍玉という青色の染料を作って売っていたこ

クリニック）で外来診療を行っておりま

とがこの建学の精神のもとになっています。式辞ではこのこと

す。すでに５年ほど前より当校の非常勤

についてお話する原稿を作っていましたが、入学式当日の朝突

講師として内科の講義を担当してきま

然テレビのニュースで、渋沢栄一先生の肖像が新１万円札のデ

した。また以前勤務していた病院付属の

ザインとして使われることに決まったと大きく報道されて、慌

看護専門学校でも講義をしてきたので、

てて原稿を書き直してその話を追加したことを思い出します。

合わせて２０年以上看護学校で講
義してきているのですが、学校長と
しての職務は初めてとなります。

深谷市にとってはたいへん誇らしいことと思います。
昨今、医学はとても速いスピードで進歩しています。そのた
め、学ばなくてはならない知識や技術は膨大な量に膨れ上がっ

４月９日の入学式で式辞を述べ

てきています。我々、教員も追いつけないほどで、これらを勉

るに際して、当校設立の歴史沿革を調べました。当校の建学の

強しなくてはならない看護学生の負担はたいへんなものでし

精神は『出藍の誉れ』であります。これは『青は藍より出でて

ょうが、くじけることなく学んで欲しいと思います。私たち教

藍より青し』という中国の故事で、青色の染料は藍という草か

員も全力でお手伝いします。

ら作られるがもとの藍草よりもっと青い、ということから『弟

以上、学校長として感じたことを述べさせていただきました。

子が先生よりもすぐれていることのたとえ』として使われる言

まだ新人で不慣れなことが多いと思いますが、どうぞよろし

葉です。 つまり、本校で学んでいくうちに我々教員をしのぐ

くお願い致します。

平成 31 年 3 月 1 日（金）3 年課程第 21 回生 37 名が卒業いたしました。記憶

平成 31 年 3 月 12 日（火）2 年課程通信制第 6 回卒業式が行われ、120 名が

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

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

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。

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。

平成 31 年 3 月 22 日、第 108 回看護師国家試験の合格発表がありました。
今年受験された 3 年課程 21 回生よりたくさんの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。

国試合格してました‼成績どん底の
私が合格できたことが信じられない
です。
やれば出来るんだなと本当に思いま
した。やっとスタートラインに立てた
ので 4 月からも頑張りたいと思いま
す。
新井 裕子

無事に合格できました！
毎日勉強に追われて、メンタル面も辛
かったけど頑張って良かったと今で
は思います！4 月から看護師として働
くのは不安がいっぱいですが、頑張り
ます。
高附 優花

国試受かって安心しました☺
ありがとうございました。
中村 文香

合格できました。
先生方、仲間にたくさん支えていただ
けた結果です。ありがとうございまし
た。
廣瀨 寬太

夢だった Nｓになることが出来まし
た‼
国試前は色々なことを我慢しなくて
はならなかったけど、耐えて勉強して
良かったです☆彡
芳野友香子

なんとか合格してどうにか看護師に
なれそうです。ありがとうございまし
た。
篠﨑 七海

国試無事合格しました‼
勉強しなきゃと思うのすら嫌になる
時もあったけど頑張って良かったと
今は思います。4 月から看護師として
頑張ります。
鈴木 真美
108 回国試合格しました！
自分が本当に看護師になれるなんて
夢のようです…。仲間や先生、家族に
支えられてここまでこれました。
理想の看護師像にむけて頑張りま
す！
ありがとうございました。
鈴木 千鶴

平成 31 年 4 月 9 日（火）3 年課程第 24 回生 43 名、2 年課程通信制第 8 回生 121 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 8 回生

相川

真一

私が看護師を目指した理由は、実際に入院した経験を活かし
た看護を、患者様や御家族に提供したいと考えたからです。私
は闘病時、化学療法の副作用から嘔吐を繰り返し、とてもつら
い経験をしました。担当してくれた看護師さんは、嘔吐してい
る私の背中をさすり、身体的な苦痛の緩和や、私の不安な思い
を傾聴し精神的に支えてくれました。また、患者の私だけでは
なく、両親の不安を和らげてくれたのも看護師さんでした。笑
う事が少なくなった両親を気遣い、不安の傾聴など精神面での
ケアをしてもらいました。その時私は、患者の自分だけではな
く家族へのケアも大切なのだと感じました。辛い治療を乗り越
えることが出来たのも、両親や家族、看護師さんがいたからだ
と思います。准看護師になりかつて自分がそうしてもらったよ
うに、患者様や御家族と積極的に関わり、潜在的なニーズに応
えられるように努めてきました。
これから私たちは短い期間で看護の知識、技術を深めていけ
るよう、初心を忘れず学ぶ楽しさを追求していきたいと考えて
います。 その中で、辛い事もあると思いますが、同じ目標を
持った仲間と積極的に意見交換し合い、互いに成長していきた
いと考えています。そして二年後には、今までの経験と、二年
間で習得した学びを活かし、患者様に寄り添った看護が提供で
きる様努めてまいります。
私たち第 8 回生は専門職業人として学び続け、広く社会に貢
献することができる人材を目指し、互いを励まし、支え合い学
習していく事をここに誓います。
（一部抜粋）

■新入生のみなさんへ

■入学式を終えて
24 回生

大澤

22 回生

尚子

この春、深谷大里看護専門学校の 24 回生として入学致しま
した。私は社会人経験後の入学であり、学校生活への不安な

錦織

詩織

1 年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。学校生活
には慣れましたか？

気持ちを抱いていました。しかし、3 か月が経った今、同じ看

６月に病院体験が行われましたね。私も１年生の時の気

護師を目指す仲間に囲まれ、これから新しい事を学べる喜び

持ちを今でも覚えています。ドキドキしながら看護師さん

を日々感じながら学校生活を送っています。

と共に行動し、看護師の役割や患者さんとの関わり方など

先日行った病院体験では、医療現場で働く看護師を間近で

を見ました。私は看護師になりたいという思いで入学しま

見る事ができ、看護師への憧れが更に強くなりました。また、

したが、病院体験は身が引き締まる思いがし、同時に、将

療養上の世話をする際の緊張感やコミュニケーションがとて

来自分も看護師になるために、多くのことを学習すると実

も大切だと感じ、身の引き締まる思いでした。まだ看護師と

感ました。

しての勉強を始めたばかりですが、私の理想の看護師像を目
指し、知識・技術を習得していきたいと思います。

人の命に携わる看護師になるための学習は簡単ではあり
ませんが、悩みながらも先輩や先生に相談することで前向
きに取り組め、安心して学ぶことができています。看護師
を目指そうという入学当初の気持ちを大切にして、一緒に
頑張りましょう。

平成 31 年 4 月 12 日（金）に、2 年生 23 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
聞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。

■輪を広げた交流会

■学生交流会を終えて
23 回生

舟山

愛実

1 年生の皆様、ご入学おめでとうございます。

24 回生

田中

沙季

私達は入学してから、新しい環境の中で毎日緊張と不安

看護学校の生活にも、もう慣れたことだと思います。

の日々を送っていました。その様な中で学生交流会に参加

4 月 12 日（金）に行われた春の交流会では、本校のこと

させて頂きました。

を知ってもらうことや他学年との交流を深めることを目的

交流会では、まず先輩方が作成した学校の案内動画を視

として、3 学年合同のピアグループで、校内に散りばめられ

聴し、その後、先輩方が作成した学校についての様々なク

たクイズを解きながら各教室を巡りました。

イズを解きながら校内を探検しました。学生生活について

1 年生にはまだ、馴染みのない国試問題がクイズになって

のアドバイスや勉強方法などのお話を伺い、不安だった気

おり、２，３年生が率先して答えを考えている様子は、とて

持ちが少しずつ希望へと変わり、先輩方のように私達もな

も頼もしく見えたのではないでしょうか。

りたいなと思いました。私達は交流会に参加することで、

お菓子を持ち寄り輪になって行ったお茶会では、たくさん

学校生活や勉強で分からない事を先輩方に聞く事ができ、

の笑顔が見られ楽しい時間を過ごすことができました。次回

アドバイスを頂く事で、今は安心して学校生活を送れてい

は秋の交流会です。1 年生の皆さん、今度は企画にも参加し

ます。交流会を開いて頂いた事に感謝し、これからも充実

ていただき、協力して楽しい秋の交流会にしていきましょ

した学生生活を過ごしていきたいと思います。

う。

■基礎看護技術対面授業
6 月に 2 年課程通信制 8 回生の基礎看護技術対面授業でモデルを使
った演習を行いました。普段行っている看護について、根拠の必要

■目隠し歩行

性や重要性を再認識できました。

平成 31 年 4 月 15 日（月）、3 年課程 24 回生が看護学概論の授業で目
隠し歩行とそのサポート体験を通してケアについて学びました。

■ホームカミングデー
令和元年 7 月 12 日（金）に卒業生をお

■図書室からのお知らせ

迎えし、にぎやかに在校生や友人たち

国立国会図書館のホームページに「レフ

と旧交を温めました。

ァレンス協同データベース」というペー
ジがあります。全国の図書館で利用者か
らの質問に対して提示した参考図書が
あります。「看護」や「看護専門学校」
などのキーワードで検索すると、探し物
が見つかるかもしれません。ぜひ、お時
間がある時にでもご覧ください。

■令和２年度入学試験のお知らせ
３年課程募集日程（修業年限３年全日制）
入試種別

出願期間

試験日

合格発表

推薦

令和元年１０月 ７日（月）～令和元年１０月２１日（月）必着

令和元年１１月 １日（金）

令和元年１１月 ７日（木）

社会人 第１回

令和元年１０月 ７日（月）～令和元年１０月２１日（月）必着

令和元年１１月 １日（金）

令和元年１１月 ７日（木）

第２回

令和２年 １月 ６日（月）～令和２年 １月２０日（月）必着

令和２年 １月３１日（金）

令和２年 ２月 ５日（水）

第３回

令和２年 ２月 ６日（木）～令和２年 ３月 ４日（水）必着

令和２年 ３月１３日（金）

令和２年 ３月１６日（月）

第１回

令和２年 １月 ６日（月）～令和２年 １月２０日（月）必着

令和２年 １月３１日（金）

令和２年 ２月 ５日（水）

第２回

令和２年 ２月 ６日（木）～令和２年 ３月 ４日（水）必着

令和２年 ３月１３日（金）

令和２年 ３月１６日（月）

一般

◇オープンキャンパス（3 年課程）…※7/30（火）8/1（木）8/6（火）8/16（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。

2年課程通信制募集日程
◇3 年課程体験入学…※7/29（金）
出願期間

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。
◇学校説明会（准看護師の方対象）…
合格発表

第２回 令和元年 ７月２９日（月）～令和元年 ８月 ９日（金）必着

令和元年 ８月２６日（月）

第３回 令和元年 ９月１２日（木）～令和元年 ９月２７日（金）必着

令和元年１０月２１日（月）

第４回 令和元年１１月 ７日（木）～令和元年１１月２０日（水）必着

令和元年１２月１１日（水）

10/14（月・祝）

℡: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。
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℡:048-501-2730
※詳細はホームページにてご確認ください。※学校
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