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関係者の皆様へ 

 

 当校の歴史は昭和 40（1965）年４月の神奈川県医師会准看護婦学校にまで

遡ります。当初は准看護師の養成校としての発足でした。 

 一年後の昭和 41 年、看護婦養成所と助産婦養成所を併設しましたが、この

看護婦養成所が現在の第二看護学科に引き続いてまいります。当時は夜間定時

制でした。 

 その後、昭和 46 年に現在の第一看護学科となる看護婦学科第一科が設置さ

れた際に、看護婦学科第二科となり、昭和 49 年には第二科の夜間授業が午後

の授業に変更されています。また、定時制は平成 14 年の入学生を最後に全日

制に移行し、准看護学科は平成 27（2015）年の卒業生をもって最後となって

います。 

 時代の要請により多く養成された准看護師が、次に看護師になるために門を

くぐった第二看護学科の閉科は、まさに時代の変遷の影響を一身に受けたと言

えるでしょう。 

 第二看護学科の最初の卒業生は昭和 44 年になります。それから実に 53 年

の歳月が流れました。第二看護学科は使命を終えますが、卒業していった多く

の看護師達の使命は終わることがありません。 

 医療への関心が最大限に寄せられた昨今ですが、看護師の重要性は今後さら

に高まっていく一方です。 

 当校で学んだ卒業生が、引き続き保健医療福祉の現場で活躍することを祈念

するとともに、卒業生を教えてくださった数多の講師及び教員の方々に感謝し、

私の挨拶とさせていただきます。 

 

 令和４年３月 

            神奈川県立衛生看護専門学校長 焼石  隆 



第二看護学科閉科に寄せて 

 

 平成 15 年 4 月。第二看護学科が全日制になると同時に、私も第二看護学科へ

異動になりました。定時制の 3 年生（36 回生）、2 年生（37 回生）、全日制の 1

年生（38 回生）の総勢 100 名の学生が在籍しておりました。教員も 14 名配置

され、かなりの大所帯であったことを覚えております。当時の私より年上の学生

さん、看護師以外の職業経験のある学生さん等々、経験が豊かなメンバー構成で

すから会話も弾み、「学生さんと共に学び合う」ということを楽しく実践してお

りました。 

すでに准看護師として 10 年以上の経験を積まれている学生もおりましたか

ら、臨床で行っていた経験知だけでなく、「根拠に基づいた看護を実践していく

ための『思考過程』や業務ではなく『安全安楽な看護技術』の提供を行うこと。」

を如何に理解してもらえるか、試行錯誤したものでした。 

 看護過程の授業には、特に力を入れていましたので、学生さん達はとても大変

だったと思います。ロイ適応看護理論のアセスメントでは、「ロイさんが夢に出

てくる」という学生もいたほどでした。体位変換の授業を担当するにあたり、私

自身が「重力や摩擦」「人間工学」「トランスファー」の研修を受け、一から学び

直すことができ、とても勉強になりました。また当時は医療安全がクローズアッ

プされており、授業や実習で「患者さんの安全」を多方面から一緒に考えること

で、学生さんに鍛えられました。看護の仕事って奥深く、一生勉強が必要である

ことを実感しました。私の教員生活にとってもかけがいのない楽しい時代でし

た。 

 さて、コロナ禍で再確認できたことは、医療者としての使命・責任・看護とい

う仕事の素晴らしさです。医療が逼迫する中、粛々とケアを続け、昼夜奮闘して

いる看護職の皆様、卒業生を誇りに思います。 

厳しい時代ではありますが、「生き生きと勇ましく」（※故中村天風の教義）、

看護を発展させて下さい。 

 

令和 4 年 3 月 

神奈川県立衛生看護専門学校  

教育担当副校長兼教務部長兼第二看護学科長 照川 眞木 

                             



沿革 

 

昭和４０年 4 月  神奈川県医師会准看護婦学校として開設 

昭和４１年３月  神奈川県医師会看護婦助産婦学校を併設し、名称を神奈川県医師

会衛生学院に改称 

昭和４３年 7 月  名称を神奈川県衛生学院に改称 

昭和４５年１２月 従来の看護婦学科（進学コース）を第２科とする学則変更が承認 

される 

昭和４６年 4 月  看護婦学科第一科を設置（3 年課程・定員 120 名）し、従来の看 

護婦学科（2 年課程・夜間定時制）は看護婦学科第二科と改称 

昭和４９年 4 月  看護婦学科第二科の夜間授業を午後に変更（定員 30 名へ） 

昭和５２年 4 月  学校教育法の規定による「専修学校」として神奈川県知事の認可 

を受ける 

昭和５４年 4 月  県立医師会運営となり、名称を神奈川県衛生看護専門学校に改称 

平成１５年 4 月  第二看護学科の昼間定時制（修業年限 3 年）を全日制（修業年限

２年）へ変更（定員 40 名へ） 

平成１８年 4 月  県立運営となり、名称を神奈川県立衛生看護専門学校に改称 

9 月に現校舎（横浜市中区根岸町２丁目 85 番地の２）に移転 

令和 2 年 4 月  第二看護学科募集停止 

令和 4 年 3 月  第二看護学科閉科 



卒業状況（1回生～55回生） 国家試験合格状況（平成11年度～）

回生 入学年 卒業年 卒業(人) 年度 卒業生数 合格者数 合格率

1 昭和41年 昭和44年 18 平成11年度 30 30 100.0

2 昭和42年 昭和45年 19 平成12年度 28 23 82.1

3 昭和43年 昭和46年 26 平成13年度 25 25 100.0

4 昭和44年 昭和47年 35 平成14年度 23 22 95.7

5 昭和45年 昭和48年 25 平成15年度 32 31 96.9

6 昭和46年 昭和49年 31 平成16年度 　　※³67 66 97.4

7 昭和47年 昭和50年 30 平成17年度 34 34 100.0

8 昭和48年 昭和51年 29 平成18年度 30 30 100.0

9 ※¹昭和49年 昭和52年 19 平成19年度 30 30 100.0

10 昭和50年 昭和53年 22 平成20年度 34 34 100.0

11 昭和51年 昭和54年 27 平成21年度 36 36 100.0

12 昭和52年 昭和55年 22 平成22年度 26 26 100.0

13 昭和53年 昭和56年 27 平成23年度 33 33 100.0

14 昭和54年 昭和57年 19 平成24年度 21 21 100.0

15 昭和55年 昭和58年 25 平成25年度 25 25 100.0

16 昭和56年 昭和59年 26 平成26年度 24 24 100.0

17 昭和57年 昭和60年 24 平成27年度 23 22 95.7

18 昭和58年 昭和61年 28 平成28年度 29 28 96.7

19 昭和59年 昭和62年 30 平成29年度 16 16 100.0

20 昭和60年 昭和63年 26 平成30年度 16 16 100.0

21 昭和61年 平成元年 27 令和元年度 9 9 100.0

22 昭和62年 平成2年 30 令和2年度 7 7 100.0

23 昭和63年 平成3年 26 令和3年度 10 10 100.0

24 平成元年 平成4年 28 ※³ 定時制（3年）と全日制（2年）の卒業生の合計

25 平成2年 平成5年 28

26 平成3年 平成6年 30

27 平成4年 平成7年 31

28 平成5年 平成8年 32

29 平成6年 平成9年 27

30 平成7年 平成10年 26

31 平成8年 平成11年 34

32 平成9年 平成12年 30

33 平成10年 平成13年 28

34 平成11年 平成14年 25

35 平成12年 平成15年 23

36 平成13年 平成16年 32

37 平成14年 平成17年 29

38 ※²平成15年 平成17年 38

39 平成16年 平成18年 34

40 平成17年 平成19年 30

41 平成18年 平成20年 30

42 平成19年 平成21年 34

43 平成20年 平成22年 36

44 平成21年 平成23年 26

45 平成22年 平成24年 33

46 平成23年 平成25年 21

47 平成24年 平成26年 25

48 平成25年 平成27年 24

49 平成26年 平成28年 23

50 平成27年 平成29年 29

51 平成28年 平成30年 16

52 平成29年 令和元年 16

53 平成30年 令和2年 9

54 令和元年 令和3年 7

55 令和2年 令和4年 10

1435

※¹ 昭和49年入学生より3年課程定時制、定員30名（平成14年入学生まで）

※² 平成15年入学生より2年課程全日制、定員40名

　  平成17年は定時制・全日制の学生合わせて67名が卒業

合計（人）



学校生活の思い出 

旧校舎（二代目完成後） 

2008年(平成20年)の卒業

アルバムに掲載されていた

写真とイラスト 

 

     右：文化祭 

     左：消防訓練 

 ５ 

旧校舎（初代） 旧校舎（二代目 建築中） 



新校舎（平成１８年～） 

二科教室(本館5階） 

←グラウンド側からの写真 

 

春には桜が咲きます。 

とても見ごたえがあり、毎年咲く

綺麗な桜の花に癒されます。 

二科教員室(本館１階） 

 ６ 



図書室（別館１階） 

コミュニティスペース（別館１階） 在宅看護実習室（本館３階） 

    ロビー（本館２階） 

 就職関係の資料などを置いているスペース 
情報処理室（本館４階） 

在宅看護の技術を

磨きました・・ 

授業や自己学習や友達との談笑・・・ 

どの場所も思い出がたくさんあります。 
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第３看護実習室（本館５階） 

実習室ではたくさんの 

看護技術を身に着けま

した・・・ 

文化祭 

『輝翔祭』 

「看護と研究Ⅱ」 

55回生のケーススタディ発表会の様子

 ８ 



授業風景 
基礎看護技術論の授業 

宿泊研修の一コマ 

災害看護演習 学内演習 人間関係論 

指導技術の演習 沐浴演習 

 ９ 

救命処置演習  

麻痺患者さんの靴下を履

く工夫を練習しました。 

キャップがあった 

時代もありました。 



卒業生より『学生時代を振り返って』 

 

２０回生 松島 正明（第二看護学科同窓会長）   

 

学生時代はいろいろと大変なこともありましたが、今となっては仲間と楽し

い学生生活を送ることが出来たと良い思い出です。と言ってもいろいろ思い出

せない年齢になっています。学生時代を振り返ると私にとっては父親との思い

出のような気がします。 

１９回生の方の実習時に、父親が実習病院で手術をしたこともあり、学内で励

ましのパジャマをいただきありがとうございました。その後、入退院を繰り返し

て、私の実習中は２週間退院し、再入院した時に担当した患者さんと同室だった

のは、ちょっと困りました。そんな父親も卒業２カ月前に他界しましたが、父親

の病室で国家試験の勉強をし、講師に来てくれていた看護師さんと交流してい

る姿を見せたことで、父親を安心させることが出来たのではないかと思います。

二科在籍中は、それまであまり関わってこなかった父親と向き合った時間だっ

たと思います。 

閉科してしまいますが、続けられるうちは二科同窓会の活動は頑張っていき

たいと思います。 

                   

 

 

 

 

 



 

２１回生 奥山 洋子（旧姓：馬場） 

 

昭和６１年４月、２１回生として入学しました。当時のⅡ科は３年制定時制で、

午前と準夜勤務、深夜勤務をしながらの学生生活でした。安くておいしい学食が

あり、夜勤明けでそのまま登校しても食事にありつけ、忙しい生活を栄養面でも

助けていただきました。同じような境遇の仲間同士で、授業の他修学旅行なども

あり、和気あいあいと楽しかった思い出ばかりがよみがえります。 

担任の先生方にとっては手のかかる生徒でご心配ばかりかけたと思います。

ある先生からは「看護は白か黒かで対応できるものではない。患者の心をきちん

とくみとれるように」との忘れられない言葉をいただきました。そんな私が３５

年たって二科の授業を担当させていただけたこと、とても感慨深いものとなり

ました。 

看護師になるという幼いころからの希望がかなえられ、また３６年の長きに

渡り仕事が続けられていること、二科で学べたおかげと心より感謝いたします。 

 

 

 

                        

 

 

 



 

３８回生 小駒 麻衣子（旧姓：米田） 

 

私の勤務する病院が実習先というご縁から２年間、講義に行かせていただき

ました。久しぶりの学校は根岸の駅前ではなくなり、時代の流れを感じました。

そして、准科に続き、遂に二科も閉科になるとのことでさみしく思っています。 

 看護学校の思い出は寝不足が続いた実習や自分の不器用さを恨むベッドメイ

クなど、当時は嫌だったことも今となっては懐かしい思い出となっています。 

担任だった先生には本当にお世話になりました。昨年お会いしましたが、ぜん

ぜん変わらずお優しい方でした。学生の時から仲良くしている吉川さん、山中さ

ん、小野寺さんや三尾谷さんとは相変わらず連絡を取り合っています。ここ最近

はコロナのせいでほとんど会う機会を失っていますが、みんな元気です。 

卒業して１７年。一緒に頑張った仲間が一生の友人としていてくれているこ

とにも感謝しかありません。先生方にも大変感謝しています。皆様のご多幸をお

祈りしています。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

４１回生 長野 郁美 

 

学生時代の思い出といえば、文化祭です。学校見学や看護体験の場でもあり、

将来看護師になる者として、来校者にバイタルサインの意味を教えるときや足

浴をするときなどは緊張したことを覚えています。またクラスメートたちだけ

でなく、四科合同で行う文化祭は他の学年、他の学科の文化祭委員と共に一丸と

なって取り組むという、かけがえのない経験ができました。 

学生時代に多くの人たちと協働することや、目標を共有して達成するために

活動することは、現在も看護師として他部署の看護師、他職種と協働するときに

役立っているように感じます。 

第二看護学科は現役の学生よりも社会人経験をしてきた学生が多く、クラス

メートから刺激を受けながら学ぶことができ、彩りあふれた学生生活でした。第

二看護学科は閉科しますが、私達の心のなかで色あせることはありません。当時、

ご指導してくださった先生方、ともに学んだ友人たちに感謝の気持ちでいっぱ

いです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

４６回生 渡邉 麻美 

 

神奈川県立衛生看護専門学校の准看護学科を卒業後、この第二看護学科へ進

学しました。第二看護学科では、准看護学科で学んだことを、更に深める学習や

求められる知識や技術も多く、課題やテスト、臨地実習と毎日時間に追われてい

た思い出が強いです。ですが、それ以上に支え合える同級生達に出会えたことや、

その仲間たちと他愛もないことで笑い合って過ごした日々は宝物になっていま

す。いつも厳しい言葉をかけながらも根気強く見守り、応援してくださっていた

先生方がいてくれたからこそ、とても充実した２年間になったのだと思います。 

私にとって第二看護学科という場所は、自分で考える事、自分の意見を持つ事、

自分の管理をする事、どれも本来は当たり前のことですが、看護師としての土台

を作っていただいた大切な場所です。閉科となってしまうのは、とても淋しいで

すが、この場所で培ったことを糧に今後も医療者として歩み続けたいと思って

います。 

                                       

 

 

 

 

 

 



 

５０回生 深田 芳子 

 

第ニ看護学科が閉科になると伺い、自分が巣立った場所がなくなることへの

寂しさがこみ上げました。それはおそらく、第ニ看護学科で過ごした日々が充実

した時間であったからなのでしょう。 

 第二看護学科での日々を振り返ると、やはり思い出されるのは実習の日々で

す。非力ながらも患者さんに必要なケアは何か、看護学生として何ができるかを

常に考えていたように思います。実習の濃密な時間は、看護師の土台となる基礎

を築くために必要な時間でしたし、実習での学びは看護師となった今でも日々

の思考に活かされていると感じます。 

 また、厳しくも見守り指導してくださった先生方の教えや言葉は、今でも心に

残っていますし、自らのつよみを認識させてくれる心の糧となっています。 

指導してくださった諸先生方、実習を協力して乗り越えた仲間、学生時代に関

わってくださったすべての方に…本当にありがとうございました。 

                                  

 

 

 

 

 

 

 



 

５５回生 数野 夏実 

 

 新型コロナの影響で入学したての頃は自宅での学習を強いられ、「これからの

２年間、どうなってしまうのだろう。」と漠然とした不安を抱き、クラスメート

と直に交流ができない事に寂しさを感じていました。ようやく授業の再開とな

り感染対策をしながら授業を受けることができた時は、新たな学生生活が始ま

った実感を持つことができました。 

２年生になると実習が始まりましたが、新型コロナの影響で臨地での実習が

縮小や中止となることが多くありました。そんな中でも実習を受け入れてくだ

さった病院や先生方のおかげで多くのことを考え、学ぶことができました。より

良い看護、安全・安楽とは何か、看護過程の展開などについて考え悩む事、援助

や報告がうまくできず落ち込むこともありました。しかし、一緒に考え支え合う

仲間がいること、患者さんからの感謝の言葉、応援の言葉に支えられました。辛

いこと、苦しいことがあっても、一緒に助け合い、刺激し合った仲間の存在があ

ったからこそ、実習の全過程を乗り越えられたと感じます。 

２年間、困難な状況で私達を受け入れてくださった病院、患者さんやご家族の

皆様、ご指導いただきました先生方、私達を支えてくださった全ての方々の助け

があったからこそ充実した２年間を過ごすことができましたことに改めて感謝 

申し上げます。 



<編集後記> 

 

『第二看護学科のあゆみ』をお読みいただきありがとうございました。 

第二看護学科閉科にあたり、二科の５６年の歩んできた歴史や卒業生の思い

を形にできればと、この度企画をいたしました。 

 作成にあたり、卒業生の皆さんに多大にご協力していただき感謝申し上げま

す。卒業生のメッセージでは皆さん快く原稿を引き受けていただきました。また、

写真の掲載について、快くご提供していただきました。 

第二看護学科の長い歴史を感じるとともに、私自身も過去にクラス担当や実

習で関わった学生とのエピソードを思い出し、とても懐かしく温かい気持ちに

なりました。 

 コロナ禍で看護師にとっては苦難の状況が続いておりますが、二科のあゆみ

を読んでいただき、学生時代を思い出し、卒業生の皆様の活力の一部になってい

ただければ幸いです。 

 

 

編集担当 第二看護学科副科長 小宮 千代子 



皆さんの未来をずっと応援しています  

神奈川県立衛生看護専門学校 職員一同 


