
３ 臨床実習指導者の皆様へ 
＊2 年 A 組 

・分からないことや、困ったことがあった時に、

親切に丁寧に教えてくださり、とてもお世話に

なりました。           （安面） 

・私が間違ったことや、分からないことがあっ

たら、一つ一つ丁寧に教えていただき、とても

勉強になりました。       （稲垣綾） 

・臨床の現場では、学ぶ事がたくさんあって充

実した毎日でした。感謝の気持ちでいっぱいで

す。               （井上） 

・患者さんとのコミュニケーションの取り方な

ど、衛生士さんが細かく教えてくださり、とて

も勉強になりました。       （宇野） 

・何もわからない所から、少しずついろいろな

ことを教えてくださってありがとうございまし

た。               （及川） 

・何をするにも不慣れな私に対し、あきれずに

教えてくれて、ありがとうございました。（大野） 

・とにかく大変勉強になりました。短い期間で

したが、これからの基礎となる重要なことをた

くさん学べました。        （大橋） 

・患者さんへの対応の仕方や歯科のことについ

て、いろいろな面でとても勉強になりました。 

                 （加藤） 

・何も分からなくて出来なかった最初に比べて、

少しは成長できたと思います。充実した半年間

になりました。          （神谷） 

・ 学校の授業だけでは勉強できないことが、 

実習の中でたくさん学ぶことが 

できたと思います。 

お世話になりました。（鬼頭） 

 

・１つずつ丁寧にご指導してくださったこと、

本当に感謝しています。一人の人間として立派

になっていきたいです。       （楠） 

・知識も技術も未熟な私に、優しく指導してく

ださったことを本当に感謝しています。（熊谷） 

・知識のほとんどない私に、細かく厳しく指導

してくださってありがとうございました。絶対

歯科衛生士になります。       （粂） 

・学校だけでは学べないことを勉強できました。

この臨床実習で自分がすごく成長できました。 

                 （小林） 

 

 

 

 

 

 

・足手まといになりながらも、一人でできるよ

うになるまで丁寧に教えてくださってありがと

うございました。         （榊原） 

・いつも親切に教えていただいたことで、成長

することができ、とても充実した実習を送るこ

とができました。         （白井）                  

・お忙しい中ひとつひとつわかりやすく、親身

になってご指導くださった事に感謝しています。 

                （鈴木智） 

・それぞれの歯科医院、病院で初めて見る治療

があって、その場所で勉強になることがたくさ

んありました。         （鈴木友） 

・現場で働いている衛生士さんを見て、私もこ

のような衛生士さんになりたいと思う方々ばか

りでした。            （高柳） 

 

・何もわからない私に患者さんへの接し方、バ

キュームテクニックなど１から教えていだだい

て、本当にありがとうございました。（鳥山） 

・分からないこと、できないことなど一つ一つ

わかりやすく教えていただきとても勉強になり

ました。             （中嶌） 

・初めはわからないことばかりでしたが、実習

が進むにつれて治療の手順などが理解できるよ

うになりました。         （長嶋） 

・いろいろと親切に教えていただき、ありがと

うございました。教わったことを忘れずに、こ

れから頑張ります。        （中村） 

 

 

 

 

 

・技術も知識も足りないのに、スケーリングや

保健指導をやらせていただいたので、自分の欠

点を見つけることができました。  （夏目） 

・実習で教えてもらったことを生かして国家試

験に向けてがんばっていきたいです。 （難波） 

・実習へ出て、衛生士への道が一気に近づいた

と自分でも実感しています。皆様のおかげです。

お世話になりました。       （二村） 

・１つの事にもポイントやアドバイスをたくさ

んいただき、成長できたと思います。（古川） 

・指導者の方に一つずつ一から教えてもらいま

した。学んだことをこれから生かしていけるよ

うに頑張りたいです。       （宮地） 

・できないことの方が多く、迷惑をかけてばか

りなのに丁寧に指導していただいて、色々な面

で勉強になり成長できました。   （宮本） 

・見た事、言われた事、一つ一つ吸収し、成長

することができました。これから国試に向けて、

学んだことを生かし頑張っていきます。ありが

とうございました。        （杢屋） 

・何も知らない私に、優しく時に厳しくご指導

いただき感謝しています。立派な DH になれる

よう努力致します。       （山内梨） 

・できないことが多かった私に、最後まで指導

してくださった皆様には言葉では伝えきれない

ほど感謝しています。       （山本） 

担任から 

 ５月から１２月までの半年間、指導者の方々

には大変お世話になりました。現場での実習は

すべてが本物です。歯科衛生士のプロとなるた

めに勉強する、貴重な試練と吸収の場だったと

思います。学生の意見からも伝わるとおりです

が「出来ない・分からない」ことの多い学生に

対して呆れず、諦めずに心を込めて教えてくだ

さった指導者の方々には感謝の気持ちでいっぱ

いです。本当にありがとうございました。 

（A 組担任 久野裕枝） 

 臨床実習期間中、指導者の皆様には大変お世

話になりました。Ⅳ期巡回の折、ある施設の先

生が「事故もなく無事に実習を終えることがで

き、なによりです。」とおっしゃっていたことを

思い出します。学校の指導が行き届かない点も

多く、いろいろとご迷惑をおかけしたことと思

いますが、指導者の方々の熱意は、学生アンケ

ートからも伝わってきます。親身になってご指

導くださいまして、本当にありがとうございま

した。     （２年生副担任 前田順子） 

 

         

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 

・臨床実習へ行き、歯科衛生士という仕事につ

いて、いろいろ知ることができました。ありが

とうございました。        （秋野） 

・学校で習ったことやわからないことなど、い

ろいろ教えてくださって本当にありがとうござ

いました。            （阿部） 

・授業だけで分からなかった事などたくさんあ

ったけど、丁寧にわかりやすく教えていただき

ありがとうございました。     （池本） 

・臨床実習中は大変お世話になりました。学校

では分からなかった事など色々な事を現場で学

び勉強になりました。      （稲垣園） 

・基本的な事を一から学ばせてもらえてとても

良い社会勉強ができたと思います。ご指導あり

がとうございました。       （稲葉） 

・知識・技術もなにもない私たちを、忙しい中、

ていねいにご指導いただきありがとうございま

した。              （大城） 

・本当に未熟者な私達を温かく見守り、時には

指導してくださり、ありがとうございました。 

（太田） 

・短い間ではありましたが、いろいろとご指導

いただきありがとうございました。これからも

頑張ります。           （大林） 

・半年間という、長い間ありがとうございまし

た。この半年間で学んだことを忘れずに、国試

も頑張りたいです。       （氣賀澤） 

・臨床実習では、衛生士さんから沢山の知識や

技術を学びました。ありがとうございました。 

（後藤） 

・何もできない私に、手取り足取り教えてくだ

さった皆様、ありがとうございました。（小松） 

・業務だけでなく人との関わりなど色々な事を

学ぶ事ができました。どうもありがとうござい

ました。             （小山） 

・患者さんへの対応や器具の受け渡しなど、親

切に一つ一つ教えてくださって、ありがとうご

ざいました。           （佐藤） 

・器具の受け渡しの仕方、患者さん・子供への

対応はとても勉強になりました。これからも頑

張ります。            （杉浦） 

・色々教えていただいてありがとうございまし

た。これから実習で学んだことを忘れずに頑張

ります。 （杉原） 

 

 

 

 

 

・何もわからない私達に親切にしていただきあ

りがとうございます。少しでも先輩方に近づけ

るよう頑張ります。        （杉山） 

・臨床実習では、たくさんの事を学ばせていた

だき、ありがとうございました。これからも頑

張ります。           （鈴木喜） 

・実際の現場で実習を行って、社会人として大

切なマナーを教わることができました。ありが

とうございました。       （田中千） 

・5 月から 12 月までの長い間、たくさんの事を

教えてくれて、とても自分にとってプラスにな

りました。           （田中美） 

・ 私の一つの質問にも分かりやすく 

詳しく説明してくれ、ほんとに 

うれしかったです。（都築） 

 

・臨床実習を行ったことで自分なりに自信がつ

き、成長できたと思います。本当にありがとう

ございました。          （土岐） 

・本当に手とり足とり教えていただき感謝でい

っぱいです。実習内容を生かせる様、これから

も頑張っていきます。       （鳥居） 

・たくさん迷惑をかけましたが最後まで優しい

指導感謝してます。一人前の DH になるように

頑張っていきます。       （中島歩） 

・とても丁寧に指導してくださり、ありがとう

ございました。国家試験がんばります。（中島理） 

 

 

 

 

 

 

・貴重な時間をさいて指導していただき、本当

にありがとうございました。国家試験がんばり

ます。              （長嶺） 

・臨床実習中に頂いた言葉を忘れず、自分自身

が成長するためにも様々な事を吸収し、励んで

いきたいと思います。       （野田） 

・実習の際は、優しく丁寧に教えてくださりあ

りがとうございます。すごく勉強になりました。 

（久繁） 

・一から色々な事を教えていただいて、たくさ

ん迷惑かけてしまい、ありがとうございました。 

（藤井） 

・いろいろ教えてくださってありがとうござい

ました。今まで学んできた事をこれからつなげ

ていけるよう頑張りたいです。   （藤根） 

 

・初めは治療の流れなどわかっていなかったけ

ど、理解できるようになりました。ありがとう

ございました。          （本田） 

・知識・技術以外でも多くのことを学ばせてい

ただきました。充実した半年間となりました。 

                  （牧） 

・知識・技術はもちろんの事、あいさつや時間

厳守など社会人としてのマナーを学ばせていた

だきました。           （山内） 

・実習先の指導者の皆さま、今までありがとう

ございました。皆さまに教わったことを忘れず

にこれからもいろんな事を頑張っていきます。 

（山﨑） 

・臨床実習では貴重な経験をさせて頂きました。

この経験が、私の人生の肥料になると思いまし

た。ありがとうございました。   （脇坂） 

・いろんな面でたくさん迷惑をかけたと思いま

す。そんなときでもわかりやすく教えてくださ

ってありがとうございました。   （渡辺） 

担任から 

 先日、「臨床実習を終えて」というテーマで１

人ずつ発表をしました。たくさんの方々との出

会いや様々な経験から多くのことを学ばせてい

ただいた様子を聞き、学生が一回り大きく 

なったような気がして胸がいっぱいに 

なりました。最後まで暖かく見守って 

いただき本当にありがとうございました。 

（B 組担任 川上理永） 

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。  
 


