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令和元年 10 月 18 日（金）2 年生 23 回生の戴帽式が、多くの来賓やご家族の方々の参列の下で
行われました。

■戴帽式を終えて

■先輩達の戴帽式を見て
24 回生

槇野

23 回生

葵

新井

里穂

初めて見た戴帽式は、驚きと感動的なものであった。戴帽

令和元年 10 月 18 日、私達 23 回生はたくさんの方々の御

式が始まり会場が暗転した後、親火を持った先生が入場して

協力のもと戴帽式を迎えることができました。クラス全員

きた時から私は緊張感に包まれた。また、印象的だったのが

で考えた誓いの言葉は、直前まで練習を重ねました。当日

誓いの言葉だ。普段見る先輩方からは想像もできないほどの

はとても緊張していましたが、出席してくださった皆様に

声量で息の合った誓いの言葉は、とても言葉の重みを感じ、

自分達の決意の言葉を丁寧に伝えることができました。

看護師になるという強い意志を感じることができた。先輩方

キャップを戴いた時には、少しだけ自分の夢である看護師

の堂々とした姿はこれまでの努力の賜物であり、自然と創り

に近づけたのだと思い、とても嬉しかったです。同時に、

出せるものではないと感じた。

今からが本当の看護師への道のりのスタートであると気づ

来年は私たちが戴帽式を行う予定だが、今は不安でしかな

きました。

い。１年後は４４人全員がステージ上に胸を張って立てるよ

これからは仲間と共に戴帽式での決意を胸に、領域別実習

う、また、少しでも先輩方に近づけるよう日々切磋琢磨して

も頑張っていきたいと思います。

いきたいと思った。

副校長のことば
台風 19 号被害へのお見舞い

動的であり、看護学生としての責任と自覚を再確認する機会

この度の台風 19 号により、各地で土砂災害や河川の氾濫

です。ご来賓の皆さま、保護者の皆さまには、決意を新たに

が相次いで発生しました。災害の犠牲となられた皆様に哀悼

する学生の大切な節目にお立ち会いいただき、ありがとうご

の意を表しますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い

ざいました。教職員一同、全力でサポートしてまいります。

申し上げます。深谷市のハザードマップによれば当校は利根
川と小山川にはさまれており、2.0m～5.0m の水深が想定さ
れる地域にあります。今後も災害に対する意識を持ち、安全
確保に努めてまいりたいと思います。

国家試験を受験する皆さんへ
11 月になり、国家試験まであと 3 か月余りとなりました。
ここからは国家試験合格に向けて勉強に取り組みましょう。
いざ頑張って勉強しようとするとスマホやテレビなど、周辺

第 23 回戴帽式

にはたくさんの誘惑や、国家試験に受からなかったらどうし

去る 10 月 18 日第 23 回生の戴帽式を行いました。近年は

ようという不安など、勉強への意欲を邪魔するものがあるか

医療現場でナースキャップがあまり見られないことから戴帽

もしれませんが、負けてはいけません。国家試験に合格した

式は減少傾向にありますが、当校では看護の心こそが何より

先輩たちは、
「毎日勉強して、メンタルもつらかったけど頑張

重要であるとの考えから毎年実施しております。これまでナ

って良かった。」「国家試験前はいろいろなことを我慢しなく

イチンゲールの生誕 5 月 12 日にちなんで例年 5 月に行われ

てはならなかったけど耐えて勉強して良かった。」「先生方や

ていましたが、今年から 10 月に行なうことになり、令和初

家族、仲間にたくさん支えていただいて頑張れた。」「やれば

であり初の秋開催の戴帽式となりました。7 月の基礎看護学

できると本当に思った。
」と合格後、笑顔で語っています。

実習Ⅱを終えて、いよいよ専門領域別の実習に臨もうとする

国家試験を恐れる必要はありませんが、甘く見てもいけま

時期に戴帽式を迎えることはとても意味深いものです。戴帽

せん。しっかり対策を取った人が合格しています。学校では、

式を迎えるにあたり、学生たちはオリジナルの誓いの言葉を

国家試験対策特別講義や模擬試験を計画しています。勉強を

考えました。自分の思いも仲間の思いも大切にし、どんな看

頑張り、国家試験に合格できる知識と判断力を身につけまし

護師を目指しているのか考え抜き、式典では息を合わせ、心

ょう。一人で挫けそうなときは、仲間やご家族、私たち教職

を込めて誓いました。

員がいつも応援していることを忘れないでください。

戴帽生全員が看護の心を受け継いでいくという決意を表明

副校長 田杭 とも子

し、自分自身と約束するこの式は厳粛であると同時に大変感

令和元年 6 月 21 日（金）小佐野美智子先生をお招きし、
「信頼される看護師を目指して～医療従事者に必要な接遇～」
という演題で特別講演をしていただきました。

■特別講演を聴いて
24 回生

佐藤

里菜

今回の講演を聴いて「社会人としてどうあるべきか」を学ぶ
ことができました。
まず、講師の小佐野先生は仕事をする上で磨くべきなのは、
ノンテクニカルスキル＝人との関わり方を工夫することだと
おっしゃっていました。また、人に合わせた接し方をすること
が接遇だということでした。その接遇を向上させるためには

化していかなければならないと感じました。この講演を聴く

「接遇６原則」というものがあり、それは良好なコミュニケー

ことで改めて自分を知ることができ、それと同時に自分を見

ションを促す行動に繋がるそうです。

直すいい機会になりました。職業人になる前に、人を不快に

６原則とは１．見ること２．聴くこと３．届けること４．伝

させない対人スキルを身につけられるよう意識し、毎日を過

えること５．意識をもつこと６．安心感を与えることだそうで

ごしたいと思います。そして、患者様に「この人に話したい」

す。どれも日常の中で実践できるものですが、実際に自分は普

と思ってもらえ、安心感を与えられる看護師を目指したいと

段どこまでできているのか振り返ると、これから努力し習慣

思いました。

令和元年 7 月
19 日（金）
2 年生 23 回生
が約 3 週間の
実習を終え、
報告会を行い
ました。

令和元年 7/30（火）8/1（木）8/6（火）8/16（金）の 4 日間、2 年生 23
回生が中心となり体験入学を実施しました。
約 230 名の参加があり、校内見学や模擬授業等体験していただきました。

■それぞれの役割を果たせたオープンキャンパス
23 回生

櫻田

絵里香

私達 23 回生は、カリキュラムの課外活動の一環として、全
員で 4 回のオープンキャンパスの企画・運営をしました。 真

■基礎看護学実習Ⅱを終えて
23 回生

橋本

昴樹

夏の猛暑の中、227 名の皆さんが足を運んでくださいました。
本校に入学すると、どのような学校生活になるのかを、楽

私たち２３回生は７月に基礎看護学実習Ⅱを終え、報告会
を通して多くの学びを得ることができました。基礎Ⅰから発
展し対象の病態を理解しての実習であり、患者さんの全体像

しく疑似体験していただけるように、先生方や先輩方からア
ドバイスをもらい、パンフレット作成、模擬授業、学校案内

を把握し、個別性のある看護を提供するために、日々勉強に

など役割を分担し準備を行いました。
「衛生学的手洗い」の模

励みました。私の受け持ち患者さんは１日ベッド上で生活し

擬授業では手を洗った後の汚れをチェックすると、洗い残し

ており、理学療法士によりリハビリを受けていましたが、筋

の多さに驚かれる方が多く、汚れが落ちるまで楽しそうに手

力が低下している状態でした。患者さんは「リハビリをがん

洗いをしている姿がみられました。

ばりたい」と話していたため、リハビリ以外の時間を使い、
自主トレーニングを提案して行いました。少しずつですが回
数も安定し、毎日の自主トレーニングを楽しみにしてくださ
いました。この実習で個別性のある看護を対象に提供でき、

参加者と在学生の交流の場では、多くの質問があり活発な
意見交換がされ、アンケートには「実際に体験ができて良か
った。
」
「詳しい話を聞くことができて良かった。
」等の記載が

自己の援助に自信を持つことができました。11 月から始まる

ありました。初めての体験でしたので来てくださった方々に

領域別実習ではより多くの知識と技術を高め、臨みたいと思

楽しんでいただけるのか不安がありましたが、クラスが一丸

います。

となりつくり上げたという達成感を感じました。毎回、終了
するごとに振り返る時間をもち、反省点を共有し、次回にむ
けてより良い方法を考えました。各自が役割を自覚し、リー

令和元年 9 月 20 日（金）埼玉県深谷消防署の予防課の方をお招きし、
防災訓練を行いました。

ダーシップ、メンバーシップを発揮することで、協力して作
り上げていくことの楽しさを経験することができました。

■命を守る防災訓練
24 回生

平野

友理香

私は 9 月 20 日に防災訓練に参加し、避難訓練と消火器の
正しい使い方について教えて頂きました。まず避難訓練では
校内から始まり、実際に警報音が鳴った後、先生方の避難誘
導に従い校舎外へ避難しました。実際に火事が起きた際、事
前に避難経路を確認しておくことで、落ち着いて行動するこ
とができると思いました。次に消火器の正しい使い方では深

≫深谷市主催の第 7 回「えん旅」

谷消防署の隊員の方々に実演を含め、注意点を教えて頂きま
した。そこで大切なことは火元にいきなり近付くのではな
く、手前からほうきで掃くように薬剤を噴射するということ
でした。消火器は普段使うことがなく、使用方法を忘れてし
まいがちなので、定期的に確認することが重要だと思いまし
た。今回の防災訓練を終え、自分自身が落ち着いて行動する
ことが出来そうだという自信に繋がり、大変貴重な経験にな
りました。

令和元年 10 月 26 日（土）に、一般の方に向けた体験交流型
イベント「えん旅」を行いました。普段なかなか知る機会のない
看護学校を見ていただき、ハンドマッサージや足湯のケアなど普
段の暮らしに役立つ看護ケアやコツを中心にレクチャーし、楽し
く体験していただきました。様々な体験をした後、参加してくだ
さった方々に修了証を発行しました。

普段と異なる医療現場での実習は新鮮で、看護実践に
関する考察を深めることができました。

■老年看護学実習で学んだこと
２年課程通信制
第 7 回生

高栁

施設で実習を行う「病院見学実習」
本校で受講する「面接授業」の２つ
の内容が通信制の「臨地実習Ⅱ」
の構成となります！

麻美

平成最後の 4 月、面接授業で病院オリエンテーションや、高
齢者の加齢に伴う心身の変化、現代の社会資源など様々な基礎

伝えられずにいたり、援助してもらう事に対し、申し訳ないと

知識を学び、令和に変わってすぐの 5 月に臨地見学実習に臨み

いう気持ちを抱えていらっしゃいます。自分の事よりも援助者

ました。

の事を気づかって下さる。そんな高齢者を看護するという事

実習病棟は、慢性期の神経内科病棟で、痛みのコントロール
や呼吸の管理などの目的で入院されている老年期の患者様の多

は、その方の尊厳を守っていくことが不可欠であると思いま
す。

い病棟でした。実習では、根拠に基づいた看護援助や技術をは

そして、尊厳を守るという事は、丁寧な言葉使いや思いやり

じめ、家族を含めた多職種による連携を主に見学することがで

のある態度はもちろんですが、もっと核となる部分に、その方

きました。また、実際に患者様と接することで老年期の看護に

の人生を理解しようと寄り添い、想いを共感する。その方が今

ついて深く考えることができました。

幸せに過ごせているのかを慮り、最期の時まで安心して、不安

高齢者といわれる方々は、戦争を経験されたり、大家族の中

や孤独を感じることなく過ごせるようにサポートすることで

で生活されてきている背景から、とても我慢強く自分のことよ

あると考えます。その方にとって最も良い尊厳ある人生を、看

りも家族を想い、様々な時代を苦労され歩まれて来られた方々

護の力で支えていけるよう、自分の課題とし、今後も学びを深

だと思います。その方々が、病気を患い、自らの想いを上手く

めていきたいと思います。

■母性看護学実習Ⅱ面接授業（2 年課程通信制）
令和元年 10 月、母性看護学実習の面接授業が行われました。
ホワイトボードを利用した活発なグループワークが行われました。

■基礎看護学実習Ⅱ面接授業
（2 年課程通信制）
令和元年 9 月、基礎看護学実習の面接
授業が行われました。
見学実習で学んだことを話し合い、発表
しました。

■事務室からのお知らせ
≫看護師国家試験の日程について

「イラスト版子どものストレスマネジメント」（伊藤絵美

第 109 回看護師国家試験

著）では、自分のストレスについてよく知り、ストレスと

■図書室からのお知らせ

令和２年２月１６日（日）

上手につきあっていく方法を紹介しています。ストレスと
上手につきあえるようになると、ストレスから「自分を助

なお、合格発表日は、令和 2 年 3 月 19 日（木）

ける」ことが上手になります。
「こころのスキルアップ・ト

午後 2 時時以降に厚生労働省のホームページ等

レーニング」アプリや、認知行動療法、スキーマ療法、

で確認ができます。

マインドフルネスの本も参考にして、
コーピングやセルフケアをしてください。

■令和二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

社会人 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

◇個別相談・学校見学も承っています。（要予約）

2年課程通信制募集日程
出願期間
第４回 令和元年１１月 ７日（木）～令和元年１１月２０日（水）必着

合格発表
令和元年１２月１１日（水）

◇令和三年度生募集については詳細が決まり次第、随時ホームページにてお知らせいたします。ご不明な点等はお気軽にお問合せください。
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