
平成 29 年 3 月 14 日（火）2 年課程通信制第 4 回卒業式が行われ、107

名がめでたく卒業いたしました。式典後には恒例の祝賀会を開催し、

卒業生同士や教職員との交流に花が咲き、楽しい時間を過ごしまし

た。今後、看護職としての使命を立派に果たされますよう教職員一同

願っております。 

出藍の誉れ          学校長 大坪公子   

 

 

 

 

 

 

 

「青は之を藍より取りて、藍よりも青し」 

青取之於藍、而青於藍。筍子 

（訳）青という色彩は藍という植物から

採取するが、その元の植物の藍色よりも

青みが強い。 

「師を越える」ことのたとえとしてこの

言葉は使われています。 

深谷大里看護専門学校の建学の精神、

教育の理念は「出藍の誉れ」です。 

「師を越える」立派な看護師になるために、この夏学生の皆

様は勉学に励んでいることと思います。自主的に勉強するこ

とが大切です。いろいろな人達に接して、いろいろな経験を

して、時には失敗をしたりして、豊かな人間性を身につける

ことが必要です。看護師という専門職業人になるには、広く

世の中を知り「人の痛み」がわかる人間にならなければなり

ません。 

5月19日に行われた戴帽式では 2年生の学生は声高らかに、

どのような看護師になりたいかを自分達の言葉で述べて感動

的でした。蝋燭の光の中で誓った言葉は決して忘れないでし

ょう。私は全員が立派な看護師になり、「出藍の誉れ」を受け

るすばらしい職業人になることに間違いないと確信しました。 

看護の精神を学ぶためには戴帽式は厳かな儀式として今後

も残していってほしいと感じました。 

看護は人間愛、生命の尊厳、人間尊重をもとに行うもので

す。どのような人にも分け隔てなくやさしい、おもいやりの

心で接してほしと思います。しかし、それだけではたりない

のです。科学的根拠に基づいた看護の実践でなければなりま

せん。そのためには、医学、看護学の学問をしなければなりま

せん。時間を作って勉強して下さい。この夏が実り多い学問

の夏になるようにお願いします。特に 3 年生は「私は勉強が

好きになりました」というほど勉強してください。 

 

2年課程（通信制）の皆様へ 

仕事、家庭、勉強とたいへんな日々をおすごしの事と思い

ます。皆様は学生ですから、出来るだけ学校に来てください。

学校はよいものですよ。楽しいところですよ。勉強のお助け

をしたいと思っています。 

 

 

                              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 3 日（金）天候にも恵まれ、3 年課程第 19回生 43 名が卒

業いたしました。戴帽式での誓いの通り、戴帽式以降一人も欠けること

なく卒業ができ、記憶に残る大変素晴しい式となりました。向上心と思

いやりの心、そして感謝の気持ちを忘れず、新しい環境でも活躍され

ることを期待しています。 
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平成 29 年 3 月 27 日（月）第 106回看護師国家試験の合格発表があり、 

今年受験された 3 年課程 19 回生と 2 年課程通信制 4 回生よりコメント

をいただきました。多くの卒業生からコメントをいただきましたが、その一

部を掲載させていただきます。 国家試験を終えて、今とてもほっとしていま

す。図書室でずっと勉強していて、「絶対合

格したい」という思いでここまで来ることが

出来ました。先生や先輩にも励ましていただ

き、本当にこの学校で良かったと思います。

不安で寝られない夜もあって辛かったけど、

努力が報われ合格出来て胸がいっぱいです。

春から頑張ります。     鈴木 伊万里 

 

最後まで諦めないで、踏ん張って踏ん張りぬ

きました。心が折れそうになったけど、3年

間辛かったけど、頑張った実習や課題やテス

ト、応援してくれる先生や友達、家族を思い

出して「こんなとこで負けるもんか」とやり

ぬきました。自分を信じて。  渡部 美奈 

 

本番はとても緊張したし、焦った時もあった

けど、最後まで諦めずにやりきりました。

色々な人が沢山応援してくれていることを思

い出すと、諦めずに出来ます。今後も頑張り

ます。            長島 宏実 

               

国家試験を受けるにあたり、私には応援し

てくれる人が沢山いるという事に気づきま

した。自分の甘さに何度も負けそうになり

結果が出せず悔しい思いもたくさんしてき

たからこそ、必死でやり切ることが出来ま

した。支えてくれた家族、先生方、友達、

皆に感謝の気持ちでいっぱいです。           

              新井 千尋 

 

3年間、本当に長くて、でもあっという間

で、3年間頑張って本当に良かった。3年

間ずっとそばで支えてくれた家族、先生、

友達に感謝です。来年は助産師になって帰

ってきます。        川島 蛍 

 

先生方をはじめ、たくさんの方々に支えて

いただきました。感謝の気持ち、諦めない

気持ちを忘れず臨床で頑張っていきたいで

す。            笹﨑 美郷 

           

国家試験合格できました。成績底辺の方

から先生方の支えとムチと諦めない気持

ちでここまで這い上がることが出来まし

た。本当に 3年間ありがとうございまし

た。深谷大里看護専門学校は私のお母さ

ん的な存在で、自慢の学校です。 

             熊井 香 

 

2年生になってから本格的に受験勉強に

取り組みましたが、事例をもっと早く終

わらせておけば良かったと思いました。

国家試験の勉強は本当に大変です。 

     2年課程通信制 吉田 史恵 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 

私は、准看護師でありながら昨年四月病棟副主任に任命さ

れました。卒業以来現在の職場に勤務し、知識といえば、職員

目標である「親切・礼儀・責任・和」だけを心に留め実務を重

ねてまいりました。初めて出席した病院会議では、各専門職の

連絡にすら戸惑いを感じました。不足している知識や実技を

補い、これからの仕事に職業人として役立てる人間に成りた

いと思い入学を希望しました。放送大学を受講し、真新しい机

に向かい、生涯初めてといえるほどの学びの喜びを感じてお

ります。ラジオから「理論は実践に生かされ、実践は体験とと

もに理論に基づいている」という言葉が、私自身の動機そのも

のを代弁しているなあと思い驚きました。今、自らが決断し目

指す道に進むべく、学業を開始することの叶った私たちは、恵

まれています。仕事・家事・学業は充実させ、前に進むことだ

けを考えよう。苦労は、乗り越える努力を積み重ねてこそ、対

象者の方々に役に立てる、人として尊い何かが育まれるもの

です。看護学はまさに、人格形成・陶冶の道であるように思い

ます。私の目標は「こころ」の癒しに携わるリエゾン看護師で

す。医療・看護は日進月歩を止みません。私たち二年課程通信

制第 6 回生 125 名は、今日から、人としてあたたかい看護・

思いやりのある看護・親切な看護を芯に「人を看る人」「看護

り助ける人」として、幅広く知識と技術を身に付け、人格・資

質を向上させるべく互いに助け協力し合い勉学に励み、看護

師資格の取得に勤しむことをここに誓います。（一部抜粋） 

 

 

３年課程合格率 

 

２年課程通信制合格率 

平成 29 年 4 月 4 日（火）3年課程第 22回生 44名、2年課程通信制第 6回生 125名の新入生が入学いたしました。 

■誓いの言葉 

2年課程通信制 6回生 髙橋 和生 



■多くを学んだ初めての交流会 

22 回生 吉田 亜美 
平成 29 年 4 月 7 日（金）に、2 年生 21 回生が中心となり春の交流会を行い

ました。3学年全員が顔を合わせる貴重な機会なので、ゲームや座談会を

通じて、1 年生の疑問や不安点を聴きながら先輩学生が直接アドバイスを

するなど、親交を深めました。 

■多くの人の協力のおかげで成功した交流会 

21 回生 髙田 芽依子 

■夢への一歩をあゆみ始めて 

22 回生 岡田 愛未 

■新入生のみなさんへ 

20 回生 矢島 英理 

■交通訓話に参加して 

21回生 中村 文香 / 原嶋ひかる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学してすぐに先輩方との交流会が行われ、緊張や楽しみを

抱えながら参加しました。交流会では１年生、２年生、3年生

が均等に分けられ、グループとして協力しながら○×ゲームや

風船バレーなどを行いました。その後のお茶会では、それぞれ

持ってきたお菓子をシェアして食べながら、先輩方とお話をし

ました。話が絶えず女子会のように楽しかったです。授業内容、

復習の仕方、実習での注意点など、まだ何もわからない私に詳

しく教えて下さり、今後の勉強の道筋が立てられました。先輩

方は気さくで話していてもとても安心できました。それは今ま

で様々な患者様を看護してきたからこそなのだと感じました。

そんな先輩方をみて私も患者様に安心感を与えられる看護師

を目標に、これから頑張ろうと思いました。とても楽しい交流

会に参加させていただき、ありがとうございました。 

 

 

 

今年の交流会は、私たち 21 回生が中心となって行いました。

最初はゲームなど中々決まらず、計画を立てるのに苦労しまし

た。しかし、先輩方の助言やクラスメイトの手助けのおかげで、

交流会を行うことが出来ました。そして、レクリエーションでは、

〇☓ゲームや風船バレーを行い、三学年全体がゲームを通して交

流を深めることが出来ました。お茶会ではどのグループも話が盛

り上がり、一年生も積極的に話に参加し、楽しそうな会話が聞こ

え、沢山の笑顔を見ることが出来ました。また、三年生から二年

生に実習に向けてのアドバイスを頂き、二年生は一年生に授業ノ

ートの作り方を話したり、色々な情報交換が行えました。今年の

春の交流会は、多くの人の協力のおかげで、全学年との交流を深

めることができた交流会になりました。 

桜の花が満開に咲き誇った 4月 4日、私は 22回生として、こ

の学校に入学することができました。真新しいスーツに身を包

み、新入生代表としての誓いの言葉はとても緊張しました。初め

ての専門的な授業には、難しい言葉も多く戸惑いもありました

が、交流会で先輩から優しい言葉や勉強の仕方などのアドバイ

スを頂き、これからの生活に抱いていた不安が軽くなりました。

入学して数日が経ち、待ちに待った白衣に初めて袖を通した瞬

間、とてもワクワクした気持ちになり、思わず仲間たちと一緒に

写真を撮りました。演習では、まるで看護師になったかのような

気持の中、お互いに援助しあい、看護する側の難しさを感じなが

らも一つ一つの看護技術を楽しみながら行うことができまし

た。新しいことばかりの生活に不安もありますが、自分の夢に近

づいているという実感が感じられ、出会った仲間たちと 3 年間

精一杯頑張りたいと思いました。 

1 年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。2 年前、私も皆

さんと同じ様に、不安や期待を胸に抱きながら入学式を迎えた事を

思い出しました。入学してすぐは初めて耳にする単語が多く、勉強

も難しいですが、その時に勉強したことが実習などで役立つので頑

張って下さい。また、授業ではグループワークなど協力して行う作

業が多くあります。戸惑う事や上手くいかない事もあると思います

が、看護師に必要な協調性が身に付き、自分自身の成長へと繋がり

ます。何よりも同じ目標を持つ仲間と仲を深められたことで、夢に

向かう力が強くなりました。私がここまで頑張れたのは同じ辛さや

喜びを共に乗り越えた仲間の支えがあったからです。また、何か悩

みや聞きたい事があれば気軽に先輩に聞いて下さい。経験してきた

事を丁寧に教えられると思います。先生方は学生の考えを理解した

上で個別性に合ったアドバイスを下さいます。そのアドバイスを参

考に再度考え行動することにより、自分に自信がもてるようになり

ます。3年間、自分のなりたい看護師像に向かって一緒に頑張りま

しょう。 

・全国で埼玉県が一番交通事故が多く、１日に 448件の交通事

故が起きているという事に衝撃を受けました。死亡者の

35％が運転手の安全確認不足だという事を知り、運転中の一

時停止等の安全確認などに気を付ける必要があると思いま

した。 

・私は普段、車の運転中に一時停止の標識があるのに、止まら

ないで徐行運転している車を見かけて、危険だと感じること

があります。車を運転するときはルールを守り、自覚を持っ

て運転する必要があると改めて感じました。 

・歩行者や自転車との衝突事故も多いので、車の運転中はもち

ろん、自分が歩行者になった時も事故にあわないように車に

注意する必要があると感じました。事故を起こすことで、自

分も相手にも影響を及ぼし、人生を台無しにしてしまうの

で、十分注意した運転を心がけていきたいです。 

  

 



■21 回生戴帽式を終えての決意 
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平成 29 年 5 月 19 日（金）2年生 21回生 40名の戴帽式が、多くの来賓やご家族の方々の参列の下で行われました。 

■１つ１つの灯の意義 

22 回生 及川 美希 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 願書受付期間 合格発表 

第 2 回 平成 29 年 7 月 28 日（金）～ 8月 10 日（木）必着 平成 29 年 8月 28 日（月） 

第 3 回 平成 29 年 9 月 15 日（金）～ 9月 29 日（金）必着 平成 29 年 10 月 20 日（金） 

第 4 回 平成 29 年 11 月 13 日（月）～11月 27 日（月）必着 平成 29 年 12 月 13 日（水） 

秋吉いろり 皆で迎えた戴帽式。また頑張りたいです。        新井裕子 誓いの言葉を忘れずに実習や勉強を乗り越えていきたい。 

今北紗希 実習に向けて、自覚を持つことが出来た。          上田沙織 看護師を志した初心を忘れずに学び続けたい。 

梅沢千恵子 誓いの言葉に恥じないように頑張りたいです。    大島涼香 誓いを胸に看護を行っていきたいです。 

河合素直 戴帽後、意識高まり、歩き出す。                  倉林まりも 優しい気持ちを忘れずこれからも努力します。 

小堺美和 新たな決意をもち何事も全力で取り組む。          佐々木結衣 誓いの言葉を忘れず精進していきます。 

佐藤莉子 今日という日を忘れずに頑張りたい。              篠﨑七海 全員で頑張っていきたいです。 

柴田茉海 みんなで１つになって誓った戴帽式。              島村優香 誓いを忘れず日々成長したい。 

須佐悠生 これからの実習に向けて意欲が高まりました。      鈴木千鶴 戴帽式、生涯きっと忘れない。 

鈴木真美 改めてみんなで支え合い頑張ろうと思った。        芹田実紗希 終わってやる気と焦りがでてきました。 

相馬瑞穂 誓いの言葉を胸にこれから頑張ります！            髙田芽依子 看護師を目指す気持ちがより強くなりました！ 

高附優花 夢を叶えるために努力していこうと思った。        髙野伊代 誓いの言葉を胸に看護の歩みを進めていきたい。 

高橋蓮 今日という日を原点に、今後も日々精進していきます。飛田明璃 戴帽式を終えて、看護に向けて頑張る。 

中村慶子 改めて看護の道へ進む決意を再確認できた。        中村文香 初心を忘れずこれからも頑張っていきます。 

中村柚花 改めて気合が入り、引き締まる思い。              西山夏楓 新たな決意を胸に夢に向かって日々全力で！ 

萩原淳 戴帽式、決意固まる、地固まる。                    林絵梨香 自ら選んだ看護の道に向かって努力する。 

原嶋ひかる これからもみんなで支え合って頑張る。          廣瀨寬太 看護師になると改めて決意しました。 

間々田柚葉 誓いの言葉を忘れずに今後も取り組んでいきたい。丸山利江子 感動的な経験が出来、心に残る 1 日でした。 

茂木実咲 戴帽式を終えてみんなの意思が 1 つになった。      森山絵里子 ２１回生でよかった！再確認できました。 

山口顕 看護師になりたい気持ちが強くなりました。          芳野友香子 改めて自分の選んだ道へ進む決意が出来ました。 

𠮷野里菜 戴帽式を境に新たな気持ちで頑張りたい。          渡邉紗里奈 誓いの言葉のように患者に合った看護を行いたい。 

■図書室からのお知らせ 

>>国家試験対策本コーナーの移動  

知識の扉を入ってすぐの場所に国家試験対策本コーナーを移動しました。早め

早めの対策にご活用下さい。 

 

戴帽式とは一人ひとりの看護に対する熱意をキャンドルの灯に込め、看護師になるためのさらなる決意を表明する儀式です。この厳かな式に初めて参

加し、病院関係者、先生、保護者の方々が祝福してくださり、私たちは多くの人の期待を背負っているのだと感じました。そして、先輩方が順番に灯を受け

継いでいく姿は、クリミア戦争でランプを手に献身的に傷病兵の看護にあたったナイチンゲールの姿を見ているようでした。また、全員で唱和した誓いの

言葉は、とても迫力のあるもので、看護を行う責任や振る舞いなどを感じ取ることができました。戴帽式は、看護学生としてこれからの自分がどうあるべきか

を改めて考える良い機会となりました。来年、先輩方のように胸を張って戴帽式を迎えられるように互いに支え合い、より一層学んでいこうと思います。 

■埼玉県より表彰されました 
 

平成 29年 5月 12日に田杭とも子副校長が、多年に

わたり看護業務に尽力したことにより埼玉県より表彰さ

れました。 

◇学校説明会（准看護師の方対象）…8/17（木）10/22（日）  ℡:048-501-2730 
※詳細はホームページにてご確認ください。学校説明会参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。 

 

◇学校説明会…8/27（土）10/22（土）  ℡:048-501-2730 
※詳細はホームページにてご確認ください。※学校説明会参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。 

 

■平成 30年度入学試験のお知らせ 

3年課程（全日制） 

入試区分 入学試験日 願書受付期間 合格発表 

推薦 

社会人  第 1 回 
平成 29 年 11 月 2 日（木） 

平成 29 年 10 月 10 日（火） 

～10 月 24 日（火） 
平成 29 年 11 月 9 日（木） 

一般   第 1 回 

社会人  第 2 回 
平成 30 年 1 月 26 日（金） 

平成 30 年 1 月 4 日（木） 

～1 月 18 日（木） 
平成 30 年 2 月 1 日（木） 

一般   第 2 回 

社会人  第 3 回 
平成 30 年 3 月 9 日（金） 

平成 30 年 2 月 2 日（金） 

～3 月 5 日（月） 
平成 30 年 3 月 12 日（月） 

 

 

2年課程通信制（※准看護師の方対象） 

 

◇体験入学（3年課程）…※7/31（月）8/2（水）8/8（火）8/18（金） ℡:048-587-1370 
※詳細はホームページにてご確認ください。体験入学参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。 

 

◇3年課程体験入学…※7/29（金）  8/2（火）  8/3（水）  8/18（木） ℡:048-587-1370 
※詳細はホームページにてご確認ください。体験入学参加ご希望の方は、上記連絡先まで事前にお申込みください。 

 

 

 

■学校案内が新しくなりました 

 かねてより製作中であった 3 年課程、2 年課程通信

制の学校案内が新しくなりました。デザインを一新し、掲

載内容も充実したものが出来上がりました。 

学校案内製作の為に、ご協力頂きました卒業生の皆さ

ん、在校生の皆さん、先生方、ありがとうございました。 

 

 


