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★プチ情報★
病院内にスターバックスができるよ！
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編編 集集 後後 記記

編 集 長：横山洋子、高下智香子
編集委員：２年生：藤原圭祐、矢口　茜、野地ひかり、野地本一志
　　　　　３年生：秋山有捺、市川嵩子、岩永千明、上野一明、加門正光、白石知永
　　　　　　　　　本谷さくら

　「呉看学だより“Kure　鯉　恋　こい”」の第４号を発行することができました。
卒業生の皆さん、お元気でしょうか？　毎日忙しい日々を過ごされていることと思います。
“Kure　鯉　恋　こい”を開いて、学生時代を思い出し少しでも癒されてもらえたら嬉しいです。
　是非感想を下記メールアドレスにお寄せ下さい。 ご卒業おめでとう 祝 国家試験全員合格おめでとう

国立病院機構呉医療センター附属呉看護学校　学校長
呉医療センター・中国がんセンター　院長

上池　渉

入学してあっという間の１年でした！
４月から後輩ができて不安でお手本になれるか
不安ですが先輩から学んだことを一生懸命伝え
ていきます！

2年生編集委員一同

こいこい清掃
　３年間実習等でお世話に
なった呉医療センターに感
謝の気持ちをこめて、清掃のボランティア活動を行
ないました。
　患者さんやご家族、地域の皆様にいつまでも愛さ
れる病院であるような環境作りになりますように…

看護の基本でもある環境を
整えることの必要性

卒業記念

れる病院であるような環境作りになりますように

　この度、67名の学生がこの学舎を巣立ってい
きました。呉看護学校の３年間で学んだことを活
かして、ステキな看護師になって下さい。

３年担当教員一同より

　３年間の努力の結果、無事国家試験を合格する
ことができました。
　皆様から教えて頂いた、看護の知識や技術を多
くの患者様に返せるよう努力して参ります

49回生一同

　呉看護学校卒業生の皆さん、それぞれの場所でがんばられていることと思います。私達は３月に
４９回生を送り出しました。全員国家試験合格おめでとうです。
　４月に５２回生のフレッシュな仲間を迎えて、明るく勉強しています。母体病院である呉医療セ
ンター・中国がんセンターも地域の中心病院として活躍していますよ。一緒に楽しく働くことがで
きたらいいなと願っています。



看護師の象徴
ナースキャップ贈呈

揃ったハート型

コサージュも
つけていただき
ました！

秋の

　私は、呉看護学校の一大イベントである戴帽式の委員を務めまし
た。
　苦労したこととして、どのような看護師になりたいか、51回生誓
いの言葉を決めていく中で、一人ひとりの思いをまとめることです。
　３つの文が決定し、それを全員で唱えた時は、心が１つ
になったようで大変嬉しく感じました。戴帽や歌も何度も
練習を重ねたことで、とても素晴らしい式となりました。
　この式典で誓ったことを忘れず51回生全員で看護
師になれるよう、力を合わせて頑張っていきます。

　昨年度に引き続き１年生のみで行う２回目
のオープンスクールとなり、これまで習って
きた看護技術を復習するとともに、オープン
スクールに来られた方々に分りやすく伝えら
れるよう工夫しながら行うことができました。
また、呉看護学校の魅力や看護についての
興味を持てるよう一人ひとりが役割を果た
し、取り組むことができました。
　　　　　　　　　　　　　山口理帆

戴帽式

第51回生　重吉美波

第51回生

演習風景

　今回の予餞会では初めて51回生で取りまと
め、準備期間が短く大変でしたが、皆さんの
ご協力のおかげで成功させることが出来まし
た。これからはより一層団結して、卒業した先
輩方のように一人ひとりが堂々とした姿が出来
るよう、頑張っていきたいと思います。
　　　　　　　　　　大本　愛・中村智歩

２年生にむけて！！
Aクラス　石上未希
　51回生は一人一人がとても個性が豊か
です！実習や、日々のテストや技術チェッ
クなど、様々なことに追
われて辛いことも多い
ですが、みんなで支
え合って頑張ってい
ます。この51回生
全員で、これから
も頑張っていきた
いです！

Bクラス　豊田奈穂
　戴帽式を終えて、みんなの看護師にな
りたいという気持ちが強くなったように感

じています。いろんな行事
や実習を経験して、団結
力が今以上に強くなれば
いいなと思います。これ

から大変なことがあ
ると思いますが、51
回生みんなで乗り越
えていきたいです。

できました。
　　 山口理帆

ててて！て！！
性性が豊か豊か
術術チェッ術チ術術

　先輩方の姿を見て「あと1年か」と思って
いるところです。しっかりふりかえりをし
て、今の内からこつこつ頑張っていきます！

模擬対策も始まりました！

　災害時どうすればいいのかロールプレ
イをして、みんなで考え学びを深めました。

みんなで乗り越えるぞ！！
オー！

　とうとう私たち2年生も各論実習が始ま
りました。分からないことだらけでパニッ
クを起こしてますが（笑）1日1日の学び
を大切にして、すてき
な看護師さんにな
ろうと思います。

●●●●全員合格
第103回看護師国家試験祈

出陣式

看護の道へ　羽ばたく　若人達　
患者様のために灯火を…

達人人人人達達達達人人達達達達達達達達達人人人人人人人人人人若若若若若若若若若たたくくくく 若たたたたたたばばばばばば羽羽羽羽羽羽羽羽道道道道道道道道道道ののののの道道の道看看看看護護護護護護ののの看看看看護護護護護護ののの 羽羽ばば 人人人の道道 羽ばたく 若人

ご卒業おめでとう

看護部より国家試験に向けて
差し入れを頂きました
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