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「新 学 期 を 迎 え て」 
 
 

     

 ㈻藍香学園 
深谷大里看護専門学校 
学校長 大坪 公子  

 
新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。2年
生、3年生の皆様、ご進級おめでとうございます。 
本校は、「出藍

しゅつらん

の誉
ほま

れ」を建学の精神としています。

弟子が師匠を越えて素晴らしくなる事をたたえると

ともに、弟子も師匠も人間として学び続ける事によっ

て藍
あい

から青になってゆくと考えています。 
学校は、学生の皆様に命の尊さと、人の立場に立っ

て人の痛みがわかる温かな心を持った人間になって

欲しいと願っています。また、品格を備え高い倫理観

を持った人になって頂きたいと思っています。これら

は看護師になるために基本的に大切な事で、この上

に、看護師になるための学問、「看護学」、「医学」が

あります。皆様は専門職業人である看護師として、社

会に貢献するよう期待されています。生涯にわたり自

ら学び続け、保健、医療、福祉チームの一員として、

連携、協力して仕事ができるようになって下さい。学

校は皆様を厳しく教育していきます。どうか皆様はこ 

の厳しさに耐えて下さい。密度の高い勉強の毎日を送

って下さい。今している勉強は生涯にわたり役に立つ

ものですから、どれだけ努力しても無駄になる事はあ

りません。どうか頑張って下さい。人間は無限の可能

性を持ち、学習によって更に成長していくものです。

皆様は秘められた力を持っています。共に学んで行き

ましょう。 
 この学校はとても良い環境にあります。深谷葱（新

戒葱）の育つ大地が広がり、入学式の日は桜が満開で

チューリップは色とりどりに花を咲かせ青空は澄み

きって、心浮き立つ春の日でした。校舎は、広く明る

く、自主勉強するスペースも沢山ありますし図書室に

は本が十分にあります。自由にのびのびと学生生活が

おくれます。ただ交通の便が悪いかもしれませんが、

学生の仕事は勉強する事ですから、どうか不便を忍ん

でここで楽しい学生生活を過ごして下さい。 
 この学校の先生方は本当に素晴らしいです。学生一

人ひとりの事を大切に思って下さりいつも心配し気

にかけて下さっています。 
 皆様の新学期の門出を祝福します。 

祝 御 入 学 

 
第14回生入学式 平成21年4月7日 

誓 い の 言 葉 
新入生代表 松嶋 伊津瑠 

吹く風もさわやかな季節になりました。この良き日に

このような盛大な入学式を私達新入生のために開いて頂

き誠にありがとうございます。 

私達44名は、深谷大里看護専門学校の第14回生とし

て入学の日をご来場の皆様と共に迎える事ができ大変嬉

しく思います。 

私達は、沢山の夢や希望を胸に、それぞれが理想とし

た看護師になるために、様々な学習や実習をしてまいり

ます。その中で、沢山の壁に直面する事があると思いま

す。そんな時、私達は決して諦めず、努力し、時には助

け合い一歩一歩確実に前に進んで行く事を誓います。 

私は、以前母が入院した病院で男性の看護師に出会い

ました。その方はとても明るく、元気で、病気で辛いは

ずの患者さんを笑顔にしていました。私はその方に憧れ

て、今看護師を目指そうとしています。新入生一人ひと

りに私のようにそれぞれの目標があると思います。この

目標を胸にこれからの学校生活を過ごして行きたいと思

います。そして三年後には豊かな人間性や的確な判断力

を備え患者さんに少しでも信頼される看護師を目指して

努力してまいります。私達はまだまだ未熟で、先生方や

先輩方にご迷惑やご心配をかける事になると思います

が、温かく、時には厳しい目で私達の成長を見守りご指

導頂けますよう宜しくお願い致します。 

 
藍香学園  深谷大里看護専門学校 
学校法人 

（短 歌） 

新学期 看護の深さ学ばむと  

花咲く学び舎 笑顔あふれる 
＜公子＞ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成21年3月6日（金）に 

第11回生の卒業式を挙行いたしました。 

～４３名が元気に巣立っていきました～ 

 

 

3 年 間 を 終 え て 
11回生(卒) 小島 悠 

看護学校での3年間を終えて、学生生活を思い返してみると、

1年の時は何もわからず3年生の姿がたくましく見え、私もあ

んな風になれるのか不安であった。講義を受けても理解できな

い事が多く、勉強していてもひとつの事を覚えたら次に学ぶ事

とは全く関係のないように思えていた。 

しかし、2年生になった頃には1年生でやった事が徐々につ

ながってきて「なぜ？」という根拠や身体の構造を少しずつ理

解できるようになっていた。それは実習が始まり、患者さんを

アセスメントするために非常に重要な面であった。実習はきっ

とクラスの仲間に聞いても辛かったという気持ちは大きいと

思う。ただ、患者さんがいらっしゃったから実習の中で私達は

成長できたと感じているし、患者さんに助けられて実習を乗り

越える事ができたと感じている。 

最後に卒業式を終えて、看護師としてはこれからがスタート

である。3年間の学習では看護のほんの一部分の知識や技術し

か身につけられていないので、これから先も一人前の看護師と

なれるよう学びを深めていきたい。 

 

平成21年3月2日(月)に本校卒業生で現在、深谷赤十字病院に 

勤務している豊田知司さん、吉州美佳さんのお二人をお招きし、 

3年生を対象に卒業記念講演が行われました。 
＜テーマ＞ 

「看護師としての心構え、臨床からのメッセージ 」～不安を乗り越え、輝かしい一歩を～ 

卒 業 記 念 講 演 を 終 え て 

11回生(卒) 太田 友莉恵 

国家試験を終えた今の私達は、看護師になるという夢がいよいよ実現するという喜びを

かみしめる日々でした。しかし、一方では新しい仕事への大きな不安も感じていました。 

今回の講演では写真や体験談を織り交ぜて、看護師の業務や新人研修の話をして下さい

ました。講師の方が本校の卒業生ということで親近感もあり、具体的な質問をすることが

できました。講演を聴くことによって不安は軽減され早く自分もスタッフの一員になりた

いという気持ちを強くする事ができました。講師の方々、ありがとうございました。 

（短 歌） 

巣立ちゆく 若人
わこうど

われらすこやかに 

愛の心で 看護をつくす 
＜公 子＞ 

平成21年4月10日（金）に新入生歓迎の学生交流会が行われました。 

（短 歌） 

深谷葱
ねぎ

 すくすく育つ畑中に 

看護学校 朝日受け立つ 
＜公 子＞ 

１ 年 生 に 贈 る 言 葉 ～看護学生の心構え～ 

2年 中原 裕実 

 1年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。去年の入学当初の私は、まだまだ学校生活に 

なれず、不安でいっぱいだったことを思い出します。 先日、学生交流会を3学年が混じってグル 

ープになり、軽食を囲んで行われました。先輩とのはじめての顔合わせだったので、皆さん緊張し 

た様子でしたが、交流会が終わる頃には笑い声も聞こえていました。充実した楽しい時間を過ごせ 

たようで、交流会係りのメンバーとしてはとても嬉しく思いました。 

 これからどんどん専門的な分野の授業が始まります。始めのうちはできていたノートやプリント 

の整理も、量が多くなったり、忙しくなるにつれて整理整頓ができなくなってしまいがちです。 

1年生で学習している分野は、大切な基礎になります。基礎の分野は2・3年生になっても使うので、 

ノートだけでなく、教科書にもインデックスを貼って、見やすくしましょう。きちんと整理されると将来的にも使えます。（基礎実習の事前学

習など）せめてノートだけでもしっかり整理しましょう。 

 学生生活にはまだわからないことがたくさんあると思います。悩んだ時は1人で抱え込まないことが大切です。単位のこと、欠席届のことな

どの書類のことは便覧に戻って確認しましょう。学習方法やファイルやノートのまとめ方がわからなかったら、遠慮せずに先輩や先生に聞いて

ください。学校生活は大変なことが多いと思いますが、看護師を目指して一緒に頑張りましょう。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夢 に 向 か っ て 
3年 清水 澄枝 

一年生の皆様、入学おめでとうございます。たくさんの不安や期待を

胸に抱き、入学してきたことと思います。そんな姿を見て2年前の自分

自身の姿に重ね合わせ、懐かしく感じるとともに2年間があっという間

に過ぎて最上級生になった事を実感しました。 

 この学校に入学してから、毎日が新たな学びの連続で怒涛のように過

ぎて行っています。その1日1日を積み重ねていって自分の力になって

いくと思います。毎日を大切に過ごす事が夢の実現に繋がると思います。 

 この学校の先生方は、どの先生もとても相談し易く一人ひとりの事を

真剣に考えてくれます。そして、学生の考えを尊重し、的確なアドバイ

スをくださり正しい方向に導いてくれます。 

 先輩方は、わからない事や困った事を質問すると快く、自分の事のよ

うに考えてくれると思います。自分達も経験してきた事なので良いアド

バイスができると思いますよ。気軽に声をかけて下さい。そして、何よ

りも同じ夢を持つクラスの仲間は、心の支えとなると思います。私達も

先生や先輩方、仲間に支えられここまで成長してきました。 

 3年間、有意義な時間を過ごし看護師という共通した夢に向かって一緒

に頑張りましょう。 

ロウソクの光に想う 
1年 大谷 玲子 

 それはとても厳かで幻想的なものでした。かつてナイ

チンゲールがそうしたように、暗闇の中を歩く先輩たち

の姿は、学生ではなくまるで一人前の看護師として巣立

って行くような、そんな素晴らしい式でした。 

 もしかしたらあのロウソクは我々の足元を照らしてく

れるものではなく、病という見えない敵と戦う患者さん

の心の闇を救う希望の光なのかもしれません。その“光”

になるべく、我々はこれから様々な試練を乗り越えなけ

ればなりません。 

 私は今までそれなりの努力をしてきましたが、あくま

でそれなりです。一生に一度くらい死に物狂いになって

夢を叶えたい。今はそれが看護師になる事です。 

 看護学生として早一ヶ月半。戴帽式に参加し、改めて

過去と現在、そして未来について考える良いきっかけと

なりました。そして一年後、今よりも自信を持った自分

となって戴帽式に臨みたいと思います。 

灯に誓った戴帽式 

        2年 武藤美穂 
 一年前私は、ナースキャップをかぶり 

灯に誓う先輩方を見ていました。 

ここまで実習や勉学を乗り越え、新たに 

看護師になることを誓うもう一つの入学 

式のような印象を受けました。 

 不安や期待を胸に入学し、勉学の難し 

さを知り、苦難の毎日でした。実習では患者様を受けもたせていただ

き、個別性のある看護過程を展開することが、いかに重要で難しいか

心に刻みました。勉強や実習が進められていく中、いかに自分の精神

や決意が弱いかを知りました。私は先輩方のように、あのステージに

立ち、自信を持って誓いの言葉を言えるだろうか。時間が流れていく

に従い、不安は大きくなりましたが、1年間を通して自分の気持ちに

変化が現れました。 

 1年の間、新しい環境になれることへの戸惑いや勉学や実習を通し

て自分の未熟さを感じるなど、様々な壁にぶつかりました。しかし、

それらを通して仲間の大切さ、厳しくも悩みを受容してくださる先生

方、家族に支えられ精神力が強まり、意思が固まってきました。私に

とってのもう一つの入学式は、良い緊張感の中で強い意志を持って迎

えることができました。身体だけでなく、心までケアをでき、患者中

心の看護をしたい、その強い思いを皆様方にも自分達にも誓うことが

できました。新たに心を入れ替え、基礎となる勉学や実習で経験をし

っかり積んでいきます。 

平成21年5月15日（金）に 

第13回生の戴帽式を挙行いたしました。 

平成21年4月7日（火）に 

第14回生の入学式を挙行いたしました。 

～４４名が大きな期待を胸に入学しました～ 

（短 歌） 

誇
ほこ

り持ち 看護の道を学びゆく 

神より受けし 勤めはたさむと 
＜公 子＞ 

 

 

誓 い の 言 葉 
私たち13回生33名は、入学してから初めて看護を学ぶ難しさ

や、自分の未熟さに出会い、暗闇の中を進んでいるように感じて

いました。 

しかし、学校での学び、病院での実習、仲間との関わりの中か

ら、これから進む看護の道を照らす光を見つけることができまし

た。これからも看護の道を歩み続けるために今、ここに誓います。 

・全ての人に対して、個別性のある援助を心から提供します。 

・常に温かい心と優しい手で患者様の心身をつつみ込めるよう 

な看護師を目指します。 

・患者様との関わりを大切にし、常に迅速で正確な判断ができ 

るようになります。 

・花のような笑顔と誠実な心を持ち、看護します。 

・患者様の言葉にできない思いを汲み取れるようになります。 

・正しい知識と確かな根拠に基づいた援助を提供します 

私たちは、人の命をあずかるという責任の重さをかみしめ、ど

んな壁が私たちの目の前に立ちはだかったとしても、今日ここで

決意した強い気持ちを胸に、悩んだりつまづいた時は、仲間と支

え合い、励まし合いながら歩んでいきます。 

（短 歌） 

木に花咲き 大地に力みなぎりて  

看護師めざす 若 人
わこうど

集
つど

う 
＜公 子＞ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

月 
各  学  年  の  予  定 

１年生 ２年生 ３年生 
7 病院見学 基礎看護学実習Ⅲ  
８  体験入学 国家試験に向けて 

就職活動開始 

９ 特別講演、 技術練習 特別講演 特別講演 
10 学生交流会 学生交流会、福祉健康まつり 学生交流会 
11  集中実習開始 ケーススタディ(卒業論文)発表会 

国家試験特別講義 

12 基礎看護学実習Ⅰ  国家試験特別講義 
 

 
 ・後期分の授業料の納入は、８月初旬に納付書を郵送いたしますので９月末日迄にお願い致します。 
 ・埼玉県奨学金（修学資金・育英奨学金）の手続きが始まります。書類等は提出期限を厳守するようご協力 

下さい。（書類不備や期限内に提出されない場合は奨学金が受けられなくなることもあります） 
 ・平成22年度生入学試験の予定 

推薦入試 ：（試験日）①平成21年 11月 6日 
  社会人入試：（試験日）①平成21年 11月 6日、②平成 22年 1月 29日、 

③平成 22年 3月 12日 
  一般入試 ：（試験日）①平成22年 1月 29日、②平成 22年 3月 12日 
  ＊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。 

 
 
 
 
 

＜看護師国家試験結果＞   ＜就職状況＞ 

平成20年度卒業生数  ：43名   県内就職者数：26名 

既卒者受験者数    ： 4名   県外就職者数：12名 

看護師国家試験合格者数：42名   （群馬県：5人、東京都：6人、福岡県：1人） 

（合格率：89.4％）    その他：5名 

＊全国合格率：89.9％ 

ねぎぼうず便り 夏号 発行日：平成21年6月15日 発行元：㈻藍香学園 深谷大里看護専門学校 編集委員会 住所：〒366-0019埼玉県深谷市新戒749-1 電話：048-587-1370(代表) 

 

図書室からのお知らせ 
 ☆配架場所の変更について☆ 
  研究室にあった古い書籍・教科書は選別して処分しました。 
また、図書室にあった教科書（持出し自由だったもの）、古くなった国家試験過去問題集を研究室

に移動しました。 
  気軽に読める赤川次郎シリーズなども、読み物コーナーとして研究室に設置したので活用して 
ください。 

編集後記 

1年生の皆さん、新しい学校

生活には少しずつ慣れてき

ましたか？ 

梅雨のじめじめにも負けず、

たくさんの課題＆記録にも

めげず夏休みまで元気に乗

り切りましょうね!! 

By Yama 

 
お花見に行ってきました･･･。 
於：昌福寺（文化人類学・荒井先生宅） 


