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私は学校長を務めて３年３か月を迎えます。常に良い看護師を育てるにはどうし
たらよいかを考えてきました。今年の３月に３１名の卒業生が巣立ち、藍香学園
としては第１回の卒業生となりました。よくまとまったクラスであり、全員国家
試験合格を目指し努力しましたので、良い成績を残すことができました。
真の看護とは高度な仕事です。豊かな人間性を持つ知的レベルの高い人でない
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と適さない業務であります。責任と使命感が強く、生涯継続する職業観を持つ人
学校長 大 坪 公 子
でないと務まりません。看護は人間対人間の相互関係であり、その人の人間に対
する愛情がどのようなものであるかにかかわります。「人間愛」が看護学の核になっています。人間を丸ごと理解で
きるような大きな「人間愛」の心を持ち続けることが大切と思います。戴帽式は平成２３年５月１３日に行われまし
た。素晴らしい愛のともしびを受け継ぐセレモニーで皆様感動したことと思います。その時に「誓いの言葉」が高ら
かに唱えられました。誓いの言葉の中には、「正確な判断を行い、安全で安楽な看護技術を提供します。患者様と手
を取り合っていける身近な存在になります。患者様が笑顔になれるよう寄り添います。誰一人欠けることなく、学ぶ
意欲を持ち続ける志の高い人間性を持つ看護師になることを誓います。」など、看護に対する熱い思いが良く伝わる
立派な言葉でした。参加者全員が深い感動を覚えました。
３年生は病院実習でつらい毎日か
（短 歌）
ちからよわ
や
もしれませんが、どうか頑張って下さ
力 弱き我等なれども病む人に看護つくさむと深く誓へり（戴帽式にて）
＜公 子＞
い。しっかり勉強して下さい。看護学
の範囲は広く膨大です。勉強している
うちに、自分で新しい発見ができ、勉強が面白くなっていくという不思議な内容を持っています。どうか楽しんで勉
強して下さい。勉強をしているうちに、知らず知らずに自分が磨かれ、広い視野を持つことができるようになります。
学生の皆さんは社会に役立つ立派な看護師になれる要素を持っています。この学校は看護のスペシャリストを育て
るために努力しています。学校を卒業し、看護師の国家試験に合格するだけではまだ不足です。看護師として「人間
愛」の心を持ち続け、生涯にわたり病む人々のために働く決意が必要です。「この看護師さんに出会えて本当に良か
った」と患者さんや家族が感謝する、芸術的な感動（アート）を与える看護のスペシャリストになって下さい。しっ
かり勉強し、充実した３年間をお過ごし下さい。

第１３回生卒業式

－平成 23 年 3 月 4 日（金）－
学校法人藍香学園として入学した、い
わば第 1 期生でもある 31 名が巣立ち
ました。
深谷市や医師会、実習先でお世話にな
った病院関係の来賓の皆様、3 年間指
導を受けた先生方、教え教わることで
共に励まし合った後輩たち、3 年間暖
かく見守ってくださった家族に祝福
されての巣立
ちの日です。
きょうの輝き
と感謝を、ず
っと持ち続け
てください。

第

1 6 回 生 入 学式－平成 23 年 4 月 6 日
入学式を終えて

第 16 回生 網代志保
さる 3 月 11 日に発生した東日本大
震災の影響が続く中で、私達 16 回
生の入学式は執り行われました。
日々明らかになる被害の甚大さに
戦慄すると同時に、今、看護師への
道を歩まんとしている自分がなすべきこととは何かと、
改めて考えるきっかけともなりました。三年後、看護師
として自信と誇りを持って職務に従事することができ
るよう、学ぶ姿勢を大切にして学生生活を送りたいと思
いました。

（火）

1 年生の皆さんへ

3年

山岸育恵

１年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。段々と学校生活に慣れてきたのではないでしょうか。こ
の３年間では、１年生で看護に必要な基礎的知識を身につけ、２年生で看護過程や各領域の専門的援助を
勉強します。３年生では、領域別実習で実際の患者さんを対象とし、個別性のある看護援助をしていきま
す。実習では辛いことや、嬉しいことなど様々な体験をすることができます。その体験について、ゆかい
な仲間たちと朝まで話をすることもあります。『やるときはやる。楽しむときは楽しむ。
』と生活のメリハ
リをつけて、３年間の学校生活を楽しんでください。

春 の交流会－平成 23 年 4 月 15（金）
１年生の皆様、入
学 して から数 ヶ
月 がた ちまし た
ね。学生生活には
も う慣 れたこ と
と思います。
春の 交流会 は
いかがでした
か ？例 年はス ラ
イ ドを 用いて 学
校 説明 をして い
ましたが、今年は違ったかたちで楽しく学校のことを知
ってもらおうと、パソコンで動画を作ってみました。男
子学生を中心に、学内の様子をわかりやすく、また楽し
く知ってもらおうと思い、いろいろ工夫を凝らしてみま
した。そして、ゲームや先輩たちとの交流は楽しいもの
になったのではないでしょうか。
次回は、秋の交流会です。今度は１年生の皆さんと
一緒に計画して、楽しいものにしていきましょう。
2年

長谷川岳

今回初めての交
流会に参加させ
て頂きました。
先輩方との交流
で、始めは緊張
していました。
どんなことをす
るのか、わから
ずとまどってい
ま し た が 、 VTR
を観たりクイズ
に答えていく中で、少しずつ緊張がほぐれていきました。
お話タイムで、たくさんの事を教えてもらいました。
勉強方法、学校生活について先生方から聞けなかったこ
とをたくさん質問して、自分たちのプラスになりました。
1 年生にとって貴重な時間になりました。

1年

清水彩弥

戴帽式－平成 23 年 5 月 13 日（金）－
来賓、学園関係者臨席のもと、第 15 回生 44 名の戴帽式が挙行されました。

誓いの言葉
2011 年 5 月 13 日、私達 15 回生 44 名は、ここに戴帽の儀
を迎えます。
一人ひとりの看護に対する熱意を、このロウソクの灯に込
め、今看護師になるためのさらなる一歩を踏み出します。
初めての病棟実習では、看護師の方々の温かくきめ細かな
ケアと、患者様への誠実な態度に感動しました。目標とで
きる看護師像が明確になり、学び続ける意欲が増しました。
この一年間ぶつかり合い、支えあった仲間と、この場に立
つことができたのは、実習施設の皆様、先生方、先輩方、
家族の支えがあるからです。感謝の気持ちを忘れず、これ
からも夢に向かって歩み続けます。
東日本大震災では多くの尊い生命が失われました。混乱の
中、危険や不自由さ
を顧みず活躍する
看護師の姿は、同じ看護師を目指す私達に勇気と誇りを下さいました。
今、私たちのできることは、これまで以上に勉学にはげみ、いろいろな挑戦
をして、体験を重ね、人としても成長することです。私達は、温かい心で患
者様の思いに寄り添うことのできる看護師を目指します。
私達は、確かな知識をもつ看護師を目指します。私達は、安全で、安楽な援
助技術ができる看護師を目指します。私達は、どんな時でも、誠実で責任の
ある行動をとります。私達は、目標とする看護師になるため、努力を惜しま
ず、向上し続けることを誓います。

戴帽式を終えて

2 年生

高野優子

厳かな雰囲気の中
行われた戴帽式で
は、実習施設の
方々、先生方、先
輩方、家族や友人
など、沢山の方々
が祝福して下さい
ました。
私達は多くの人の
期待を背負っていると感じるとともに、戴いたキャ
ップの重さに、看護師を目指すことの心構えや、責
任感を自覚しました。また、皆様の前で誓いの言葉
を述べることで、これからの目標を明確にすること
もできました。
灯を受取った時、クリミア戦争でランプを手に、夜
遅くまで献身的に看護をしたナイチンゲールを思い
出しました。私もナイチンゲールのように、病む人
の心の灯となれるような心優しい看護師を目指した
いと、強く心に誓いました。
これから更に勉強が難しくなり、乗り越える一つ一つの
壁が大きくなると思いますが、辛い時は戴帽式での決意
を振り返り、前に進む力にしたいです。そして、周りの
方々への感謝の気持ちを忘れずに、理想の看護師になる
為に、努力していきたいと思います。

静寂の中の灯

1年

高木さなえ

先輩方が手にした
灯は、かつてナイチ
ンゲールが暗闇の
中眼を凝らして病
む人と向き合って
いた様に、真摯に患
者さんと向き合う
ための心の灯に見
えました。その灯は尊く、目に見えないものも見通す
心を持ち続けることが、本当に大切な事なのだと教え
ているようでした。
誓いの言葉が胸に響き、その強い意志と団結力は私た
ちに勇気と希望をもたらしました。1 年後、私もその
灯を持つにふさわしい精神を培うべく、日々勉学に勤
しみたいと強く思います。

春の防災訓練－4 月 23 日（金）－
「防災訓練に参加して」

2年

矢吹

ルミ子
私は 5 月 2 日に行われた春の防災訓練で、消火器を使用
して火を消す消火作業を初めて体験しました。
深谷消防署の担当者から消火器を地面に置いていた状態
だと、レバーが握りやすくなるなどの女性が操作しやす
い方法を説明してくださいました。
その他にも、火元には、３ｍ程度の距離を保つことが大
事で、近づき過ぎると、炎が吹き返して危険であるとこ
とや消火器の上レバーが固定式で持ち運びの際に便利で
あるなどの細かいポイントも指導していただきました。消火器は女性には重たくて操作できな
いものと思っていましたが、イメージとは違い誰でも簡単に操作できることを知りました。
また、消防士の方より東日本大震災では地震や津波だけでなく、火災による被害も多くあった
という話を聞きました。そして、火災報知機の重要さについても教えていただきました。今回
の防災訓練で私は、大きな火災にならないように自分でできる火災予防について学ぶことがで
きました。

平成 23 年 3 月 25 日（金）、第 100 回看護師国家試験の合格発表がありました。本校からは 31 名（新規卒業者）が
受験し、96％の合格率でした。合格者は全員が看護師として就職し、医療業界への貢献を目指して頑張っています。

深谷赤十字病院からの要請を受け本校からも
多くの学生がボランティア活動に参加し、感
謝状をいただきました。写真は、その時の様
子です。
深谷赤十字病院の皆様、いろいろお世話にな
りありがとうございました。

大坪校長渾身の作品

体験で習得する
老年看護学

実習頑張りました

患者さんのために作
りました－在宅実習

3年

飯島 由美子

在宅実習では、膀胱留置の
カテーテルを使用してい
る療養者の方を受け持ち
ました。排泄物を他人に見
られることは、羞恥心を伴
います。そのため、蓄尿バ
ッグカバーを作成し、自信
をもった日常生活を送っ
てもらえるように援助を
行いました。

編集後記
東日本大震災が及ぼす日常生活への影響は、本格的猛暑を間近に控えたこの時期も続いています。空調、照明、交通機関、
そして衣料品はもちろん寝具まで、日本列島は節電対策一色です。気が付きました。節電とは「耐えること」なんですね。
ねぎぼうず便り
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