
 

 

 

 

 

 

この度理事長を拝命しました白

川理香です。どうぞよろしくお願い

します。私は普段、眼科医として、

プロ意識を持った看護師さん達と

チームを組み診療するのが当たり

前の現場にいますので、医療人の教

育の重要性を日々強く感じており

ます。本校での講義も 8 年ほどさせ

て頂き、この地域の学生さん達に愛

着があります。病に苦しむ人に寄り

添う看護の仕事はどの時代も、どの

土地でも必要な尊い仕事です。この道を選んでくれた志の高い

学生の皆さんにより良い環境を整えられるよう尽力したいと

思います。 

看護の道を志すことを決めた皆さんにまずお祝いを言いた

いです。素晴らしい選択をされました！おめでとう！看護職は

奥深い専門職で、社会にも貢献でき、やりがいのある仕事です。

成人する前の若い時期にこの道を志すことを決めた人、そして

社会人を経験してからこの道の魅力を見出した人、皆さん賢明

な選択です！尊い選択です。まずその時点でよいことをしてい

ますので自信を持ってください。これからの学校生活、勉強や

実習でつらい思いをすることもあると思いますが、そんな時、

この道を選んだこと自体に誇りと自信をもって下さい。この努

力が尊いことだと思いなおして学びを進めてください。 

専門知識・技術を身につけ、キャリアを積めば、皆さんの世

界は無限に広がります。学生のうちは夢を大きく持ち、私なん

かに無理だろうな、などとは思わず、精いっぱい努力してもら

いたいです。後になって気づきますが、自分の成長のためだけ

に 1 日の多くの時間を使える時期は限られています。 

そしてさらに本校に入学されたこともおめでとうございま

す。今春卒業した第 23 回生は全員が看護師国家試験に合格し

ました！これは学生自身の努力にプラスして、教職員の先生方

の長年のサポートのたまものです。先生方は皆さんを自分の子

のように愛情をもって見守っています。このような環境で学べ

るのは本当にラッキーです。3 年間はあっという間に過ぎてし

まいます。勉学、人生経験と、思う存分楽しんでください。 

  

2 年課程通信制の皆様へ 

医療の現場を経験して、看護師を目指して入学された皆様に

は本当に頭が下がります。新しいことに挑戦するのは勇気がい

ります。日々の忙しい生活の中で目標を持ち、行動を起こした

ことが素晴らしいです。皆様は看護の現場で准看護師として 7

年以上働いている人達ですから、医療と看護というものをある

程度理解しておられます。しかし、看護の現場では通用してい

たものでも、学問的には通用しないものもありますし、もっと

もっと深く勉強しなければならないものも多いのです。働きな

がら課題や実習をこなすのは大変なことですが、皆さんが目標

達成できるようにサポートしてまいりますのでどうか頑張っ

て下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長就任のご挨拶          理事長 白川 理香   

2021年 7月夏号 Vol.32 

令和 3 年 3 月 16日（火）2 年課程通信制第 8 回卒業式が行われ、117 名

がめでたく卒業いたしました。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。 

令和 3年 3月 5日（金）3年課程第 23回生 37名が卒業いたしました。 

記憶に残る大変素晴ら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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■入学式を終えて               

26 回生 上村 雪乃 

■新入生のみなさんへ 

24 回生 関口 鈴菜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 4月 6日（火）3年課程第 26回生 40名、 

2年課程通信制第 10回生 115名の新入生が入学いたしました。 

合格が出るまで不安しかありませ

んでしたが、合格してみて本当に

良かったと心から思えました！ 

これからは命をあずかるというプ

レッシャーにおしつぶされそうで

すが頑張っていきたいです。 

模試の結果も悪くて先生にも呼び

出されて、本当に嫌な思いもした

し逃げ出したくなったけど、これ

までにないくらい努力して本気で

頑張った‼全員合格は夢に見てた

ことだから過去イチ嬉しい‼みん

なありがとう♡ 

入学してからつらいことばかりで嫌

になることもたくさんありました

が、23 回生のみんなや先生、支えて

くれた家族のおかげです。 

本当に感謝しかありません。 

3 年間本当にありがとうございまし

た‼ 

23 回生全員合格       

 

私達 26 回生の入学式は、新型コロナウイルス感染拡大の

影響により、三密を避けるため保護者不参加という状況で

行われました。私達は不安がありましたが、すぐに打ち解

ける事ができ、和気あいあいとした雰囲気の中、入学式を

迎えることが出来ました。  

看護学生として学び始めて 2 週間が経ち、初めて聞く専

門用語や初めて学ぶ看護というものに戸惑うこともありま

すが、友人と情報共有し、新しいことを学び充実した日々

を送っています。授業で白衣を着用した時には、将来医療

現場で活躍する看護師になるのだなと改めて感じ、身が引

き締まりました。私が理想とする『患者の立場に立って行

動できる看護師』となれるよう、3 年間という時間を大切に

過ごしていきたいと思います。 

新入生のみなさんご入学おめでとうございます。一緒に

看護を目指す仲間ができて嬉しいです。私も二年前はみな

さんと同じ一年生だったことを思い出しました。新しい環

境、初めて聞く単語、予定されているテスト、楽しみと同

時に不安が大きいかもしれません。だけど絶対に大丈夫で

す。皆、スタートラインは同じです。一緒に乗り越えてい

く壁も同じです。高さはそれぞれ違うかもしれないけど仲

間がいます。26 回生はｏｎｅチームです。 

今、私たち 24 回生は看護師になるために実習や就活、国

家試験勉強に真剣に取り組んでいるところです。そんな私

たちの姿を見て、ついてきてください。私たちが先頭に立

ち、26 回生がステキなスクールライフを送れるよう引っ張

っていきます。不安なこと、聞きたいことがあればぜひ聞

いてください。私たちと一緒に深谷大里看護専門学校で過

ごす日々をステキなものにしていきましょう。 

やっと国試受かってあんしんでき

ました！よかったです！ 

23 回生全員合格！ 

人生で 1 番努力した！ 

人生で 1 番辛かった！ 

でも頑張って良かった‼ 

春から NS がんばります      

コロナ禍のため、臨地実習に行け

なかったりで、学習面で大変な思

いもしましたが、講座や周りの人

に助けられ合格することができま

した。 

あきらめなければなんとかなりま

す。 

看護師国家試験、無事合格しまし

た！正直、勉強はすごく大変でし

た。 

でも、先生のサポートや仲間が支え

てくれたので乗り越えることがで

きました。 

3 年生、時には周りに頼って頑張っ

てください。 

令和 3年 3月 26日、第 110回看護師国家試験の合格発表がありました。 

今年受験された 3年課程 23回生よりたくさんの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。 

 

臨床工学技士の時より国家試験の

勉強をしました。看護師最強です‼

頑張った自分をほめたいです       



■誓いの言葉 

2 年課程通信制 10回生 高見澤 杏理 

■春の交流会 

25 回生 樵 遥花 

令和 3年 4月 9日（金）に、2年生 23回生が中心となり春の交流会を行いました。密を避けるため係ごとに集ま

り、1年生の疑問や不安点を聞きながら先輩学生が直接アドバイスをするなどして、親交を深めました。 

■学生交流会を終えて             

26 回生 坂上 大空 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の春の交流会は、例年と変わり係毎で集まる交流会と

なりました。私達 2 年生が中心となり開催しましたが、どの

様に進行したら良いか分からずにいた時、3 年生の先輩方か

ら助言を頂き、お陰でとても充実した交流会となりました。 

私が所属する図書係では、仕事内容の説明と 3 学年でお話

会をしました。お話会では、授業や実習の事などたくさん質

問させていただきました。私はこの交流会を通して先輩方か

ら直接、様々な話やアドバイスを聞くことができ、これから

の学校生活や実習に向けてとても参考になりました。 

1年生は新たな道を歩き始めたばかりで多くの不安がある

と思いますが、この交流会で先輩方から色々なアドバイスを

頂けたと思います。私達 2 年生も先輩・後輩方とたくさん交

流ができて楽しかったです。今回の交流会は全学年と交流を

深められた良い機会でした。 

 

春の日差しが心地よく、吹く風も暖かく感じられる季節と

なり、私達 115 名は深谷大里看護専門学校二年課程通信制に

入学することが出来ました。本日は私たちのためにこのよう

な式を挙行していただき、心より感謝申し上げます。私たち

は、それぞれ多様な環境で看護の道を歩み、さらなる目標へ

と向かい、今日ここに夢への第一歩を踏み出しました。今、

私の心はこれから同じ夢を持つ仲間と共に学んでいくこと

への期待で満ち溢れています。 

私は人が好きです。そのため看護が好きです。人の役に立

ちたいという気持ちを突き詰めた結果、選んだ道は「医療、

看護」でした。身体と心の両面から患者さんを支える看護師

という職業に素晴らしい魅力を感じています。 

現在は、人々の健康と未来を支え地域に貢献したいという

思いから、生まれ育った地域の診療所で働いています。地域

の人々の支えとなるためには、確実な知識と実践力が必要と 

なります。プライマリケア機能を担う診療所看護師の役割は 

多岐にわたり、小児から高齢者を対象としたあらゆる年齢と

疾患への対応、判断力を求められます。また、住み慣れた場

所で安心して療養ができる在宅支援も重要な役割であり、患 

世界中で、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、私た

ち２６回生は深谷大里看護専門学校に入学し、毎日緊張と

不安の日々を送っていました。そのような中、今年の春の

交流会は三密を避けるため、委員会別に行われました。 

交流会では、まず先輩方から委員会の仕事について、一

つ一つ丁寧に教えて頂きました。その後、先輩方にこれか

ら始まる専門的な勉強や病院実習の話、コロナ禍でオンラ

イン授業や学内での実習になってしまったことなど、多く

の体験談やアドバイスを頂きました。私たちは交流会に参

加することによって、緊張や不安が軽減し、頼れる先輩や

クラスメイト、先生や講師の方々のおかげで安心して学生

生活を送ることができています。交流会を開催して頂いた

ことに感謝し、これからも充実した学生生活を過ごしてい

きたいと思います。 

者さんとその家族のニーズに応じた支援を行わなければな

りません。今の私にはこれら全てに対応できる知識と能力が

不足しています。そのため、専門的知識と科学的根拠に基づ

いた看護実践能力を身に付け、その人らしく生きる事を支え

る看護師を目指し、地域に貢献したいと思います。 

これからの二年間、辛く大変なこともたくさんあると思い

ます。しかし、自らが決意し歩みだした道です。多くの方の

支えのもと勉学に打ち込むことのできる環境に感謝し、仲間

と共に励まし合い、将来活躍できる看護師となれるよう、強

い信念をもって日々精進していく所存です。最後に、先生方

のご指導をお願い申し上げ入学の言葉とさせていただきま

す。 
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■在宅看護論実習（学内） 

3 年課程 24 回生は、学内にて在宅看護論実習を行いました。実際の訪

問を想定し、学生たち同士で療養者様およびご家族様役を演じながら、

個別性を考えた関わりを学ぶことができました。 

■基礎看護技術Ⅲ（2年課程通信制） 

令和 3 年 5 月から 6 月にかけて、通信制 10 回が基礎看護学Ⅲの遠隔授業を受けまし

た。教員手作りの動画を流したり、フィジカルアセスメントモデルを遠隔操作したりと遠隔

ながら実り多い授業となりました。 

出願期間 合格発表

第２回 令和３年　７月２６日（月）～令和３年　８月　６日（金）必着 令和３年　８月３１日（火）

第３回 令和３年　９月１３日（月）～令和３年　９月２８日（火）必着 令和３年１０月２０日（水）

第４回 令和３年１１月　１日（月）～令和３年１１月１２日（金）必着 令和３年１２月　６日（水）

第５回 令和３年１２月　９日（木）～令和３年１２月２１日（火）必着 令和４年　１月１４日（金）

2年課程通信制募集日程

■技術と統合の実践 

5 月に 25 回生が技術と統合の実践のシミュレーション学習を行い

ました。事例をもとに、対象への配慮や状況に応じての対策を考

えました。臨床に近い形での模擬体験という事で、皆真剣な表情

で取り組む様子が見られました。 

◇学校説明会（准看護師の方対象）… 
℡:048-501-2730（通信制直通） 
※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。 

■令和４年度入学試験のお知らせ 

☆ コロナ禍における実習や授業の工夫 ☆ 

◇オープンキャンパス（3年課程）…※8/2（月）8/6（金）8/13（金）8/19（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。 

 

◇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。 

出願期間 試験日 合格発表

令和３年１０月１１日（月）～令和３年１０月２５日（月）必着 令和３年１１月　５日（金） 令和３年１１月１１日（木）

社会人 第１回 令和３年１０月１１日（月）～令和３年１０月２５日（月）必着 令和３年１１月　５日（金） 令和３年１１月１１日（木）

第２回 令和４年　１月　５日（水）～令和２年　１月１９日（水）必着 令和４年　１月２８日（金） 令和４年　２月　２日（水）

第３回 令和４年　２月   ３日（木）～令和２年　３月　２日（水）必着 令和４年　３月１１日（金） 令和４年　３月１４日（月）

一般 第１回 令和４年　１月　５日（水）～令和２年　１月１９日（水）必着 令和４年　１月２８日（金） 令和４年　２月　２日（水）

第２回 令和４年　２月   ３日（木）～令和２年　３月　２日（水）必着 令和４年　３月１１日（金） 令和４年　３月１４日（月）

３年課程募集日程（修業年限３年全日制）

入試種別

推薦

■図書室からのお知らせ 

8 月 2 日午後から8月 4日まで 

蔵書点検を行います 

期間中は図書室内完全立ち入り禁止となり

ますのでご協力をお願いいたします。 

それ以外の期間は学習スペースとして開放

いたしますので是非ご活用ください。 


