
３ 臨床実習指導者の皆様へ 
＊2 年 A 組 

・臨床実習では、様々なことを感じ取ることが

でき大変勉強になりました。ありがとうござい

ました。             （青木） 

・本当にお世話になりました。実習を通し大き

く成長することができました。ご指導ありがと

うございました。         （朝倉） 

・知識や技術だけでなく、臨床の場での自分の

立場・意識なども教えていただきました。あり

がとうございました。       （石川） 

・たくさんご迷惑をかけたことを思い出します

が、最後まで指導してくださり本当にありがと

うございました。         （井下） 

・半年間という長い間、ご指導いただきありが

とうございました。素敵な DH になれるように

努力を重ねます。         （井田） 

・学校での授業では学ぶことのできないことを

学ぶことができ、とても勉強になりました。あ

りがとうございました。      （伊藤） 

・1 期から 4 期の実習先でそれぞれ違うことを

学ぶことができました。いろいろとありがとう

ございました。         （井上禎） 

・実習期間の最後まで、色々と指導していただ

いて本当にありがとうございました。教科書で

は分からなかった部分を実際に見ることで結び

つけることができました。    （井上佳） 

・技術面や心の面など本当に沢山のことを学ば

せていただきました。短い間でしたが、ありが

とうございました。       （宇津木） 

・今までいっぱい迷惑をかけてすいませんでし

た。そして、一生懸命面倒をみていただきあり

がとうございました。       （太田） 

・いろいろ失敗をして迷惑をたくさんかけてし

まいましたが、自分の力になる実習ができまし

た。ありがとうございました。   （岡本） 

・至らない点ばかりで申し訳ありませんでした。

ご指導どうもありがとうございました。 

（神谷） 

・色々なことに興味を持ち、驚きと発見の毎日

でした。沢山の知識を得ることができ、感謝の

気持ちでいっぱいです。      （河合） 

・臨床実習に出て、患者さんへの対応の大切さ

などたくさんのことを学ぶことができました。

ありがとうございます。     （近藤ま） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・短い間でしたがありがとうございました。臨

床実習での経験を生かして、これからも頑張っ

ていこうと思います。       （斎藤） 

・ご指導してくださったみなさんに感謝の気持

ちでいっぱいです。ありがとうございました。                  

                 （床鍋） 

・臨床実習で自信をつけることができました。

ご指導ありがとうございました。  （新実） 

・半年間という短い間でしたが指導していただ

きありがとうございました。    （丹羽） 

・優しく何事にも丁寧に教えてくださってあり

がとうございました。とてもいい経験ができま

した。             （野村厚） 

・たくさんのことを教えていただきました。立

派な歯科衛生士になれるように頑張ります。あ

りがとうございました。     （野村絵） 

・未熟な私にとても親切にご指導をしていただ

きありがとうございました。実習で学んだこと

を忘れません。         （蜂須賀） 

・臨床実習で多くのことを学ぶことができまし

た。この経験を生かしていきたいです。ありが

とうございました。        （原田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊全員が上記の言葉を書いておりますので、 

        ここにまとめさせていただきました。 

 

・何もできないし、何も知らず、足手まといで

すいませんでした。1 期を思うと成長したと思

います。            （平岩美） 

・毎日毎日１つは得るものがありました。一生

懸命になって色々なことを教えていただきあり

がとうございました。      （古川） 

・実習を通じて、知識・技術だけでなく、内面

的なものも勉強できました。今までありがとう

ございました。           （堀） 

 

・私は臨床実習に行って、とても貴重な体験が

できたと思っています。本当にありがとうござ

いました。            （正木） 

・指導してくださったことはすべて歯科衛生士

にとって大事なことばかりだと思います。あり

がとうございました。       （水野） 

・温かいご指導ありがとうございました。衛生

士の仕事に誇りをもてと言われたこと、忘れま

せん。             （山﨑幸） 

・最初から最後まで丁寧に指導してくださって

ありがとうございました。皆さんのような素敵

な衛生士になりたいです。    （山﨑好） 

・本当にありがとうございました。実習に行っ

たおかげで、社会勉強にもなった気がします。                  

                 （吉澤） 

担任から 

 臨床実習期間中、指導者の皆さまには大変お

世話になりました。現場の素晴らしさ、具体的

な歯科衛生士としての目標、1 つのことをやり

遂げたという達成感、深く自分を見つめ直すこ

となど実際の体験を通して得たものは、学生に

とって一生涯の宝物になることと思います。 

 ご迷惑をおかけしたことも多々あったと思い

ますが、親身になって指導していただき本当に

ありがとうございました。 

（A 組担任 前田順子） 

 この半年間の学生の変化には、目を見張るも

のがありました。これも温かくご指導を受けた

賜物と感謝しております。ありがとうございま

した。     （２年生副担任 川本正美） 

 

 

 

実習指導者の皆さま  
 

本当にお世話になりありがとうございました。  
 

心から感謝いたします。  



＊2 年 B 組 

・一生懸命いろいろ教えてくださってありがと

うございました。本当にお世話になりました。 

                 （浅井） 

・言われたことがすぐにできなかったり、失敗

ばかりでしたが、指導してくださってありがと

うございました。         （井野） 

・指導者の皆さま、丁寧なご指導ありがとうご

ざいました。これからに繋げていきたいと思い

ます。              （大林） 

・学んだことを決して無駄にしないよう、国家

試験や DH になってからの現場に生かしていき

たいです。ありがとうございました。（尾嶋） 

・失敗するとフォローしてくださり、また１か

ら教え直してくださり、お世話になりました。

本当にありがとうございました。  （亀島） 

・実習中に教わったことや経験させてもらった

ことをこれからに生かせるように頑張りたいで

す。               （川澄） 

・臨床実習では多くのことを学ぶことができま

した。今後に生かせるようにしたいです。あり

がとうございました。       （小林） 

・施設ごとに学ぶことがたくさんありました。

４期間本当にお世話になりました。良き衛生士

を目指し頑張ります。       （小原） 

・分からないことばかりで迷惑をかけたと思い

ますが、最後まで教えていただきありがとうご

ざいました。          （近藤直） 

・実習先で色々と国試やこの先の仕事場で役立

つことを教えていただき、ありがとうございま

した。迷惑をおかけしました。   

（佐々木） 

 

・臨床実習で学んだことをこれからの国家試験

や社会に出てから生かせるように頑張りたいと

思います。            （澤田） 

・実習を終えて沢山の知識・技術が身についた

と思います。教えていただいたことを国家試験

の勉強やこれからに役立てたいと思います。 

（柴田） 

・実習では迷惑ばかりかけてすみませんでした。

でも、とても自分の勉強になりました。ありが

とうございます。        （鈴木厚） 

・何もできない私に対し、丁寧に教えていただ

いたこと、本当に嬉しかったです。ありがとう

ございました。         （鈴木友） 

 

 

 

 

 

 

 

・先生、衛生士さん、 

スタッフの方々、優しく接していただきありが

とうございました。感謝の気持ちでいっぱいで

す。               （田中） 

・物覚えの悪い私に一生懸命いろいろ教えてく

ださって、ありがとうございました。国家試験

頑張ります。           （塚田） 

・いろいろ迷惑をかけてしまいましたが、最後

まで指導してくださってありがとうございまし

た。               （辻田） 

・失敗した時も優しく教えていただいたり、ア

ドバイスをくださってどうもありがとうござい

ました。             （野原） 

・沢山の迷惑をおかけしましたが、これから就

職して実習で学んだことを最大限生かし、頑張

っていきたいです。        （服部） 

・短期間でいろいろなことを教えていただき、

すごく勉強になりました。ありがとうございま

した。              （濱田） 

・実習は大変だ、辛いなと思うこともありまし

たが、臨床に出る前の自分を改善することがで

きました。            （早川） 

・分からないことばかりで迷惑をかけていた私

に、親切に教えてくださり勉強になりました。

ありがとうございました。   （林） 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

＊全員が上記の言葉を書いておりますので、 

        ここにまとめさせていただきました。 

 

・基本ができずにスタッフの方々の足を引っ張

ることしかできなかったんですが、熱心に教え

ていただきありがとうございました。（平岩沙） 

・たくさん勉強ができたと思います。これから

少しでも身についたことを生かしていこうと思

います。ありがとうございました。 （藤原） 

・どの施設も短い間でしたがありがとうござい

ました。教えていただいたことなど今後に生か

していきたいです。       （松井宰） 

・社会の厳しさ、自分の弱い部分を見つけるこ

とができ、とても感謝しています。ありがとう

ございました。         （松井由） 

・実習では本当に多くのことを学べました。あ

りがとうございました。これから先、この半年

で得たものをもとに頑張ります。 （松井紀） 

・先生やスタッフの皆さんの指導のおかげで自

分自身成長することができたと思います。あり

がとうございました。       （三角） 

・臨床でいろんなことを学べました。スタッフ

の方々にたくさんお世話になりました。ありが

とうございました。        （山内） 

・先生やスタッフの方々の丁寧な指導のおかげ

で自分にやる気が出てきて自信がつきました。

ありがとうございました。     （山本） 

・患者さんに対しての気配りなどいろいろと学

ばせていただきました。親切に指導していただ

きありがとうございました。    （山脇） 

担任から 

 臨床実習終了後、学生が臨床実習で勉強にな

ったことなどを、一人ずつ発表しました。その

際に、理想とする歯科衛生士の方がいて目標が

明確になったという学生や、学校では指導する

ことができなかった大切なことをいくつか教わ

ってきた様子を聞き、大変うれしく感じました。   

これも指導者の方々のお陰と深く感謝いた 

します。本当にありがとうございました。 

  （B 組担任 小池美佳） 

４ 指導者アンケートについて  

 お忙しい中、各施設の指導者の方々にはアン

ケートにご協力いただきありがとうございまし

た。まとめたものについては、来期の臨床実習

指導者会議にてお話させていただきます。 

実習指導者の皆さま  
 

本当にお世話になりありがとうございました。  
 

心から感謝いたします。  


