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学校長
大坪 公子
第１８回生の戴帽式は平成２６年５月

遂げようと努力することで、驚くような結果が生み出され

２３日、誠に厳粛に執り行われ、看護の神々しい精神が伝

るのです。ある２年生は「私は小学校、中学校、高校であ

わり感動しました。

まり勉強をしませんでしたが、今は一生懸命勉強していま

誓いの言葉はとても立派でした。
「患者様の言葉にできない思いを読みとり、心に寄り添う
事の出来る看護師を目指します」
「未来の看護を担う者として、責任を自覚し、希望をもっ

す。それは７月から本格的な臨地実習に行くので、患者様
の前に出て恥ずかしくないようにしたいからです。」と私
に言ってくれました。
自発的に勉強に取り組む姿が見られ頼もしかったです。

て進み続けます」

落第しないで進級が出来て、看護師の国家試験に合格出来

なんと立派な誓いの言葉でしょう。

ればそれでよい、というような安易な道をとらずに、自分

学生の皆様は看護の仕事が好きになり、看護の仕事を通

に打ち克ち苦しい勉学の道を進んで下さい。「知能」の良

じて社会に貢献出来る人物になることと思います。看護の

し悪しは問題になりません。自分に打ち克ち努力する「能

仕事によろこびを見いだした人は誰からも愛される立派

力」が大切なのです。学生の皆様はみなすばらしい努力す

な人間です。皆様は明るい未来が約束されているようにみ

る「能力」を持っています。

えます。
それでは学生の皆様は現在なにをしなければならない
でしょうか。学生の仕事は勉強することです。現時点では

（短 歌）
努力する「能力」を持つ我ならば
看護の学び極(きわ)めむとす

＜公 子＞

とうてい実現不可能だと思えるようなことを何とか成し

今春、３年課程から第１６回生３８名、
通信制からは初めてとなる第１回生８１
名の卒業生を送り出しました。看護師とし
てのご活躍を心よりお祈りします。

新たな出会いの場
３年 課 程 第 １９回 生
通 信 制 第 ３回 生
－ 入 学式－
入学式を終えて

１年

渡辺 康介

私たち第１９回生は、春の暖かい日ざしの射し込む中、
ご父兄の方々、諸先生方に見守られながら盛大な入学式
を行って頂きました。また多くの方々から御祝辞を頂き
ましたことに、代表して感謝申し上げます。本当にあり
がとうございました。現在は、看護師になるための基礎
を学び始めました。専門的な学習も多く、看護技術の学
習では、まだ身体の構造などの理解が足らずうまくいか
ないこともあり、自身の未熟さを噛み締める毎日です。
私たちはこれから、諸先生方のように日常の姿勢や立
ちふるまいから看護師としての品位を保てるように日々
精進し勉学に励み、人として精神的に豊かに成長してい
きたいと思います。

新入生の皆さんへ

３年

川野 絵里奈

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。入学式の
緊張した皆さんの表情を見てとても懐かしい気持ちになり
ました。２年前の私は、入学し「看護師になる」という夢
に近づいた喜びと勉強についていけるのかという不安で胸
がいっぱいでした。環境も変わり勉強量も増え大変に感じ
ることも多いと思いますが大丈夫です。クラスの仲間と協
力し支え合い頑張っていけると思います。先生方も優しく
親身になり話を聞いてくれます。目標に向かって一緒に頑
張りましょう！

先輩達も通ってきた道です。何かあれば

いつでも聞いてください。

Ⓒ深谷市

誓いのことば（抜粋）

通信制第３回新入生代表

高栁 いく江

私は、准看護学校卒業後、現在の職場に入職してから２６年が経過しています。新しく入職してくる看護師は大学卒業
者が多くなり、新人教育や指導に不安を感じるようになっていました。
看護協会の研修を申し込んだ時も、准看護師の免許では受講できない講習が数多くあることを知りとても残念に思いま
した。そんな時、通信制の先生方にお逢いし学校の説明を受ける機会がありました。それまでは、通信で学ぶことがイメ
ージできにくかったのですが、質問や疑問に対して、答えて下さる先生方の丁寧な説明を受け、
「今からでも遅くはない、
自分が変わろう、前に進もう」と決心を固めました。
看護学校の入学前に、放送大学の単位をできるだけ修得しようという意気込みでスタートしましたが、長年、学習から
離れていたので、毎日の学習を習慣化するのが大変でした。覚えることの難しさを実感しつつも、テキストを開いた途端
に居眠りの連続です。それでも、何とか放送大学の単位認定試験を受けることができました。静寂の中で、鉛筆の音だけ
が響く独特の雰囲気に包まれ、緊張感と同時に学生であることの実感が持て期待も膨らみました。何もかもがとても新鮮
であり心がわくわくしています。今では、学ぶことで自分の変化を感じています。学ぶ楽しさを知り、
「もっと勉強がし
たい、スキルアップしたい、患者様により良い看護を提供したい」という気持ちでいっぱいです。
経験や経歴も異なる私たちですが、勉強することに年齢は関係なく学ぼうと思う気持ちを大切にし、まだまだ知り得な
い知識、技術を修得してまいります。また真の専門職業人を目指し、成長してまいりたいと思っております。
勉強と仕事の両立は困難なこともあるでしょう。通信制で学ぶことを選択した同志として、仲間で助け合い、支え合い
ながら、切磋琢磨し看護師資格取得を目標に勉学に励むことをお誓い致します。

絵の伝言ゲーム

春の交流会を終えて ２年

金井 真也

４月１１日に春の交流会を行いました。私達２年生の交流会委員が初めて主体
となって企画運営を行いました。春休みから準備を始め試行錯誤しながらもクラ
スメートの協力もあり、無事に終えることができ、とても充実したものとなりま
した。
今回は、１年生の歓迎の会ということでクラスの協力を得て作成した学校紹介

白衣の着方の良い例（右）悪い例（左）

のＤＶＤの上映とゲーム、お茶会を開催しました。ゲームは、「絵の伝言ゲーム」 を紹介
と「なんでもバスケット」を行いました。皆が全力で取り組んでいる姿や楽しん
でいる様子が見られ、１年生も緊張がほぐれたのではないかと思いました。
２年生である私達は、１年生に入学当初の事を話すことで初心を思い出し、ま
た３年生から基礎看護学実習の話を聞き、これからに向けて新たな決意を固める
ことが出来ました。
交流会を終えて、参加者から「楽しかった」などと言っていただき、みんなで頑張った甲斐がありました。次の秋の交
流会もしっかり準備を進めて、楽しく意義のある交流会を開催したいと思いました。最後にご協力いただきました皆様に
感謝致します。

心が一つになった戴帽式

２年

小野寺 鈴

穏やかな天候の下、私たち１８回生４２名は戴帽式を無
事に終えることが出来ました。

先輩の凛とした姿に感動した戴帽式
１年 安部 千帆里
厳かな雰囲気の中行われた先輩方の戴帽式に私は深い感

私は式典係として、みんなで考えた誓いの言葉をまとめ

銘を受けました。暗闇の中で蝋燭が１つ２つと増え、４２

たり、音楽を決め編集するなど貴重な体験をさせていただ

人が揃った時の迫力と、先輩方の引き締まった表情が忘れ

きました。様々な課題に取り組み忙しい中、時間を作って

られません。特に灯火を持って歩いている先輩方は、傷病

誓いの言葉をたくさん練習しました。また、４２人全員で

兵に対して献身的に看病をしたナイチンゲールの姿と重

何度も話し合い、戴帽式を成功させたいという気持ちで取

なって見えるようでした。そして誓いの言葉では、看護を

り組みました。

行う責任や、看護をする側の振る舞い方などを感じとるこ

不安と緊張を抱えながら迎えた当日、校長先生や諸先生

とができました。

方と皆で円陣を組むと、不安がやる気に変わり、みんなの

あと１年で、私達も先輩方のように凛とした態度で、自

心が一つになりました。戴帽式は大成功し、感動と達成感

分達の看護の誓いが言えるよう、日々の勉強や、これから

でホッとし涙が溢れました。戴帽式を終えた今、キャンド

やってくる実習などで、たくさんの知識・技術・考え方を

ルの灯に誓った言葉の重みを感じ、これからの実習を仲間

学び、自分達の糧になるよう、努力したいと強く思います。

と切磋琢磨しながら進み続けたいです。多くの方に支えら
れて戴帽式を行えたことに感謝し、看護の道を歩み続けて
いきます。

第１０３回看護師国家試験

２年間とにかく先生には

先生がくれたキットカッ

お世話になって、ありがと

トの裏に「あきらめない

合格おめでとうございます

うございました。実習も楽

で」と書いてあって、その

しかったです。

言葉を何回も呼び起こし

岡本 直美（通信制/右）

て、大変だったんですけど

今回の大雪でも、先生方が

がんばれました。
鎌塚 裕子（通信制）

３年間学んだことを忘れ

うれしいです。

「大丈夫？どんな状況？」

ずに現場に出ても患者様

がんばります。

とすごく熱心に応援して

のため一生懸命がんばり

深谷日赤で待ってます。

くれたので受験すること

ます。

森下 明代（３年課程）

ができました。
掛水 厚子（通信制/左）

川端 沙樹（３年課程/右）
先生と仲間に支えられた
３年間だったと思います。

次にやりたいことに向け

すごくつらいときも悩ん

て、がんばりたいです。

だときも、うれしいときも

原 明子（通信制）

全部、一緒に過ごしてきた
のでこの合格発表日を迎

超うれしいです。これから

えられて本当にうれしい

はすてきなナースをめざ

です。

してがんばります。

小久保芽衣（３年課程/左）

大木 彩華（３年課程）

改めてちゃんと勉強がで
きてよかったと思います。
早川 日登美（通信制）

無我夢中で来たんですけ
ど、先生が皆親切で、心強
かったです。

一生看護師つづけます。

報われてよかったです。

元をとらないと（笑）

網代 志保（３年課程）

勉強しているうちに楽し

事例も親切に教えてくれ

くなってきてもう１年位

てわかりやすかったです。

いたいと思いました。

八須 晴美（通信制）

矢島 恵美（通信制）

大須賀 由美（３年課程）

今後の予定
５年後には東松山の指導

学 校

見 学 説 明

会

３年課程

２年課程通信制

お問合せ：048-587-1370

お問合せ：048-501-2730

にはやや強い雨が降る今日

７月３１日（木）

７月５日（土）

この頃、今のうちに体力作

８月１日（金）

８月６日（水）

りに励んだり、体調を崩さ

８月４日（月）

９月１０日（水）

ないようにし、真夏に備え

８月１９日（火）

１０月８日（水）

者になります！

編集後記

梅雨と呼ぶ

たいものです。
ねぎぼうず便り

梅澤 智恵（３年課程）

１１月２６日（水）

（村井）
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