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深谷大里看護専門学校

新年おめでとう ございます

㈻藍香学園
深谷大里看護専門学校
学校長 大坪 公子

皆様明るい新年をお迎えの事と存じます。おかげさま
で、深谷大里看護専門学校は順調に教育活動が進み、学
生は看護師になる目標に向かい努力を重ねております。
平成 20 年 11 月 12 日と 13 日、当校で「ケーススタ
ディ発表会」が行なわれました。全校学生、実習病院の
指導者の方々、卒業生、当校の指導教員が参加し、大変
立派な研究発表会でした。3 年生が実習で受け持った症
例につき、Ⅰ．研究の目的、Ⅱ．研究の方法、Ⅲ．倫理
的配慮、Ⅳ．患者紹介、Ⅴ．看護の実際（1.看護上の問
題点、2.看護目標、3.解決策）、Ⅵ．実施と結果、Ⅶ．考
察、Ⅷ．結論 という順番で研究発表しました。一人ひ
とりの学生が、真剣に患者さんと向き合い、患者さんに
より添い、助け、看護していく看護の原点が示されてお
りとても感動致しました。看護というものは、こうあら
ねばならないと考えさせられました。また、3 年生にな
ればこんなに立派な事が出来るのだと驚かされました。

新年号

平成 20 年 10 月 10 日全学年が参加し、学生が企画し
たバーベキュー大会が行われました。良い香りが広い駐
車場全体を包み、秋の午後学生と教職員、美味しいお肉
を十分に食べ英気を養いました。

（短

歌）

秋の日に

か

焼き肉の香はただよいて
看護学生に

ちから

力 みなぎる
＜公 子＞

今、3 年生は国家試験に向けての勉強に励んでいます。
「目はおくびょう手は宝」の格言にあるように、勉強し
なければならないと思い悩むよりは、まず、手を動かし
ペンを取り、字を書き、本を開き読みだしてみると勉強
は進みます。実行あるのみです。
3 年生は頑張っています。みんなで応援していきまし
ょう。

（短

歌）

ひたすらに

うる

学ぶ姿の美わしく
青春時代に

くい

悔はあらじと
＜公 子＞

協調性の大切さ

学生交流会

平成 20 年 10 月 10 日

2 年 髙橋 彩
秋の交流会では、先輩、後輩の間で実習や勉強等
の情報交換をし易い場を作ることを目的にバーベ
キューを実施しました。実施にあたり願いとして
「自分の意見を伝え協調性を高めよう」を掲げまし
た。理由は、看護は様々な職種の人達で構成される
チームの中で行われます。その為、協調性が必要と
され、様々な人達に意見を伝えていくことが大切だ
からです。これらの力を養うのに全学年一緒に楽し
めるバーベキューが適していると考え実施しまし
た。この企画は初めての試みであったため、物品の
確保や進行方法等、実施に至るまで数えきれない程
の困難がありました。しかし、当日、学生は学年関
係なく交流し多くの笑顔が見られ、私達は達成感と
喜びで胸がいっぱいになりました。
皆の協力なしではできない交流会、皆が楽しめた
の も各 自が 協調 性を 持て た証 では ない でし ょう
か？私は秋の交流会を通し、協調性の大切さを改め
て感じ、色々な人のニーズに応える事の難しさを痛
感しました。
みなさん、ご協力ありがとうございました。

10/10(金)全学年による学生交流会が行われました。今回はバーベキューをやってみました！
心身ともにリフレッシュ！
1年 いいじま
３学年揃ってのこうしたイベントは、私達１年生にとって
は初めてだったので楽しみでもあり、正直少しだけ緊張感も
ありました。しかし、交流会が始まってしまうと先輩やクラ
スメイトの優しさにふれ、その緊張感も無くなり準備をしな
がら、また屋外での楽しい食事の雰囲気の中で会話のきっか
けができ楽しく過ごすことが出来ました。
人には色々な目標がいくつかあると思いますが、その中の
ひとつの目標が同じである仲間とこうして支え合い、不安も
楽しさも共有し合える事で心強さも増す事が出来ます。各学
年毎日忙しく過ぎていく学校生活の中こうした時間を頂け
た事で、良い気分転換ができ学校生活を楽しむという忘れが
ちな大切な事にも気づけたようにも思いました。
実行委員の皆さん、毎日遅くまでの準備と当日の運営お疲
れさまでした。感謝いたします。

校長先生の
さし入れに
み〜んな大満足！

7 月 31 日,8 月 3,8,25 日の 4 日間高校生や一般の方を対象に体験入学が
開催されました。

血圧測定
体験中〜！

10/26(日)深谷市主催 福祉健康祭りに 2 年生が参加しました。

お揃いの
ポロシャツで
頑張り
ました！

体験入学を終えて
2 年 霜山 友希
体験入学を通してたくさんの高校生や社会人の方々がこの
学校の事を知ってくれて大変嬉しく思っています。90 名以上
の方が、体験入学に来て下さり、担当の学生数が少なく、あ
まりスムーズに校内見学が行えなかったり、機械の不調で来
て下さった方々をお待たせしてしまうなど色々なトラブルが
ありました。しかし、体験入学係やボランティア学生の協力
で無事に 5 日間の体験入学を行うことができました。体験入
学生にアンケートをとったところ「看護への興味が更に持て
ました」や「先輩がとても優しく接してくれたので良かった」
等たくさんの嬉しい声を聞くことができ、体験入学に関われ
たことをとても嬉しく思います。また、来て下さった方々が
少しでもこの学校や看護に興味を持ってくれて、1 人でも多く
の方が入学してくれたらいいなと思っています。
体験入学は、実習前や実習中にも準備をすることが多く大
変なところも沢山ありましたが無事終了しました。私の力不
足な所を一緒に考え行動してくれた体験入学係の学生の
方々、夏休みなのに協力してくれた体験入学ボランティア学
生の方々、忙しい中色々なアドバイスをくださった担当の先
生に本当に感謝します。ありがとうございました。

福祉健康祭りに参加して
2 年 西田 友
福祉健康祭りの目標は、「看護学生として自覚を持ち、地域
住民の方々と交流できる」でした。看護の技術で地域の方々
に喜んでもらいたいという願いのもと、2 年生全員が協力でき
たことで大成功だったと思います。初企画のハンドマッサー
ジやキッズルームも好評で、順番待ちができる程たくさんの
お客さんに来て頂き喜んでもらえました。
このことで様々な方と関わることができ、色々な年齢に合
わせた言葉や声のトーンを選ぶ事の大切さ、実際にどのよう
にコミュニケーションをとれば良いのか学ぶことができまし
た。
また、全員で準備から当日まで頑張ってきた中で、仲間の
日頃気がつかない一面を見つけることが出来ました。チーム
で助け合い、ひとつの物を作り上げることでより大きな信頼
関係を築けることを学びました。
最後に地域の皆さんから「頑張ってね」や「素敵な看護師
になってね」といった応援の言葉を頂き、これから厳しい実
習に向けての大きなエネルギーになりました。この勢いで全
員、実習を乗り切っていきたいです。

11 月 12 日，13 日の 2 日間、第 11 回生（3 年生）のケーススタディ発表会が開催されました。
今、この時の気持ちを
忘れずに立派な看護師
になるんだよ！

私の感じたこと

1年 原田 怜奈
スーツ姿で満たされた視聴覚室は、外の寒さとは打って変わり熱
気に満ち溢れていました。堂々たる姿をもって文字となり声となり
発表されていく看護は、基礎実習Ⅱを控えている私達一年生にとっ
て、まさに生きた教本でした。また、発表だけでなくそこかしこで
飛び交う質問の波も、自分では想像もつかなかった事がテーマとし
て挙げられ、大きな学習となりました。
集中実習を終えた先輩方がどんな風にどうやって、何を想い、考
え看護過程を咲かせていったのか。それは私の手元にある一冊の集
録と二日間にわたる発表から教えて頂きました。
援助の基盤は日常にあり。「潤み」を増したケアが、対象者の心
を癒し身体の回復を促す。その様な温かな繋がりを、発表を通し強
く感じました。先輩の看護は極彩色です。ステンドグラスのような
色合いで私の心を照らして下さいました。今回学んだ先輩方の研究
を糧に、基礎実習Ⅱを頑張りたいと思います。

事例研究発表会を終えて
3 年 柏田 可奈子
11/12〜11/13 の 2 日間、3 年間の実習の集大成とも言える事例
研究発表会が行われました。根拠に基づいた援助やさまざまな工
夫を行うことは、症例の改善や苦痛の緩和や機能回復などに効果
があり、このような看護を行うためには、対象に関心をよせ、何
を必要としているのかを考え、個別性を捉えた関わりが大切であ
る事などが発表されました。
事例研究で自分の行った看護を振り返る事により、一人ひとり
の看護の有効性を明らかにする事ができました。さらに、必要だ
った援助、改善点を考える事ができ、今後の看護に十分に生かし
ていきたいと思いました。
１年前の発表会では、先輩の発表を聴くだけでしたが、今回は
委員の一人として会の運営に携わる側となり、大勢の人の意見を
まとめることの難しさや、ひとつの会を円滑に進めるためには、
多くの要素を考えなければいけないことを体験することができ
ました。
今後、チーム医療を実践していく立場として、協調性を大切に
し、自分の役割を自覚し、主体的に取り組んでいくための良い経
験になりました。

みんな真剣！
来年は私達も
やるんだよ･･･

（短

歌）

より添ひて

やまい

病 の人を助けむと
看護研究す 乙女の真顔
＜公 子＞

9/26(金) 埼玉県立循環器・呼吸器病センター認定看護師の
川上幸子 様をお招きし、3 年生を対象に特別講演が行われました。
テーマ：
「広がる看護師の活躍の場 〜私の看護 皮膚・排泄ケア認定看護師として〜」

臨床家への夢を抱いて
3 年 黒澤 育世
皮膚・排泄ケア認定看護師として活躍する川上さんのお話を
聴いたのは、集中実習中でした。
「認定看護師になるにはまず、
自分を見直すこと」という川上さんの言葉は、看護師を目指し
ている段階の私を見直すきっかけにもなりました。だんだん近
づいてくる国家試験への不安や実習課題をこなすことで頭の
中がいっぱいだった私は、どんな看護がしたいのかを忘れてい
た様に思い反省しました。
また、褥創ケアの症例で、
「薬剤を使用せず看護ケアだけで
ステージ 3 の褥創を治すことができた」というお話は、看護師
になれたその先のやりがいを想像しながら聴くことができ、私
も患者さんにとって必要とされる看護師になりたい、チームで
協力して結果を得た喜びは大きいだろうな･･･と将来をワクワ
クさせるものでした。川上さんのお話は、決意を新たに実習に
取り組めるきっかけとなり、認定看護師への夢を持たせていた
だけるものでした。ありがとうございました。

全員合格をお祈りしています
卒業生（深谷赤十字病院看護師）楢原 麻央

11 回生の皆さん集中実習お疲れさまでした。国家試験までは早くも 3 カ月を切りましたね。この時期になると焦
りや不安はあるものの、何から手をつけてよいかわからなくなる人もいるかと思います。去年の私もそうでした。
けれども特別講義や模擬試験の内容を復習してコツコツと知識を深めていくことが大切だと思います。わからな
い事は、先生や友達に聞いて教えてもらう事でまたひとつ学習する事ができます。一人で勉強するのも良いし、
時には友達とゴロを考えたりと、楽しみながら勉強するのも大切だと思います。不安な気持ちは皆同じです。そ
んな気持ちを共有して支え合いながら頑張って乗り越えて下さい。そして、全員国家試験に合格して一緒に看護
師として働けるのを楽しみにしています。

＜94 冊が年明けに配架となります＞
※大坪公子学校長の歌集「両手握れば」「在宅酸素」を寄贈していただきました。
日々の情景が目に浮かぶ心温まる短歌が数多く収録されています。患者様やご家族への温かい眼差しと、医療や看護へ
の深い想いを感じ取ることができます。ぜひお手にとってみてください。

※「ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程」など 母性看護学の図書 22 冊
※「個別性を重視した認知症患者のケア」など 老年看護学の図書 11 冊 など。
＜ お 願 い ＞
冬休み中に蔵書点検を行います。ロッカーや机の中に、返却し忘れている本がないか、もう一度確認をお願い
します。皆さんの大切な本ですのでご協力をお願いします。
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奨学金返還手続き

埼玉県看護学生研究発表会参加

奨学金継続手続き

第 98 回看護師国家試験
卒業記念講演
卒業式
国家試験発表

卒業式
進級準備

深谷大里看護専門学校では、奨学金制度を始めました。
貸与期間：在学中の 3 年間
貸与額 ：（入学時一時金）２００，０００円
（月々）６０，０００円
返還免除：看護師国家資格に合格し指定施設に 3 年間勤務することにより返還が免除されます。
返還免除に該当しない場合は、利息を含め全額返済となります。詳しくは事務室まで･･･

＜自動車通学者へお願い＞
利用者の増加により駐車場が不足しています。各自が駐車許可証の注意書きをよく読み駐車して下さい。駐車禁
止場所への駐車は厳禁です。なお、スクールバス駐車場は必ず一台分空けておいて下さい。
・平成 21 年度前期分の授業料の納入は、２月初旬に納付書を郵送いたしますので３月末日迄にお願い致します。
・平成 21 年度生入学試験の予定
編集後記
社会人入試：
（試験日）②平成 21 年 1 月 30 日、③平成 21 年 3 月 13 日
国試に向けてラストスパートですね！
赤城おろしが身にしみますので皆さん
一般入試 ：
（試験日）①平成 21 年 1 月 30 日、②平成 21 年 3 月 13 日
体調管理に気をつけましょう。

＊募集要項、過去問題は学校で販売しております。詳細は学校までお問合せください。
ねぎぼうず便り
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