
学校法人 中村学園 

専門学校 静岡電子情報カレッジ 

静岡福祉医療専門学校 

 

ＣＡＮジャーナル 

 第３１０号 Ｎｏ.１ 

 

 
     

 学校法人 中村学園  裏面へつづく… 

2014 

平成２6 年 

５月号 
   

◆企画広報室より 
企画広報室 主任 藤田 真衣 

こんにちは！ 

新年度が始まり１ヶ月が経ちましたが、新入生の皆さんは学校生

活に慣れてきましたか？皆さん、入学したばかりの時よりも『気持

ちの良い挨拶』が出来るようになりましたね。『挨拶』はコミュニ

ケーションの基本です。引き続き頑張りましょう。 

また、就職活動中の学生の皆さん、頑張っているようですね！既

に内定を頂いている方、おめでとうございます。就職活動が思うよ

うにうまくいかない時もあるかもしれませんが、引き続き体調管理

には十分に気を付けて頑張りましょう。自分自身で限界を作らず、

何でもチャレンジして下さい。応援しています！！ 

 さて、企画広報室では本学の学生募集として、オープンキャンパ

スの開催、皆さんの出身高校への訪問など年間を通じて様々な活動

をしています。学生の皆さんは、高校卒業後に母校を訪ねたことは

ありますか？みなさん自身もぜひ母校を訪問してみて下さい。目標

に向かって頑張る姿は、お世話になった先生方に伝わりますし、学

校案内やチラシや何よりも、みなさん自身が中村学園を表現する大

切な顔となるのです。 

 また、学生の皆さんにお願いがあります。積極的に本学２号館１

階にある企画広報室を訪れて下さい。そこで、皆さんから教えて頂

く近況については、高校訪問の際に必ず先生方にお伝えします。恩

師に伝えたい事、伝言等、話題は何でも構いませんので、何でも教

えて頂ければと思います。 

 今月も引き続きオープンキャンパスを開催します。すでに後輩の

皆さんへ本学の紹介をしてくれた方もいて、直接お問合せを頂きま

した。今後も「電子情報」や「福祉医療」を目指す方々へ告知して

頂けると有難いです。皆さん、宜しくお願い致します。これから更

に中村学園を盛り上げていきましょう！ 

 

＊オープンキャンパス開催日程＊ 
 

学校・入学選考説明会、体験入学、AO 説明 

５月１７日（土） １３：００〜１５：００ 

５月２５日（日）  ９：３０〜１２：００ 

学校・入学選考説明会、希望者はミニ体験 

5月２９日（水） １７：００～１８：３０ 
 
※保護者対象説明会、学費等納付金・奨学金説明会も同時開催※ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
         
✿『子育て支援 キッズハウスひかり』のご紹介✿ 

 
〇対象年齢・・・(原則)生後９ヶ月〜小学校低学年 

〇保育時間・・・平日(原則)8:00〜19:00 

土曜(原則)9:00〜15:00 

✿今月の土曜日は 5月 17日、31日です。 

※日曜・祝日はお休みです。 
 

お気軽に見学等もしていただけます♪ 

ご利用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい!! 

お問い合わせ先 ： 080-8267-3874 

◆明るく、元気に、前向きに 採用試験に挑もう！ 
                                             

進路室長 大原 利作 

「春の海 終日(ひねもす)のたり のたりかな（与謝蕪村）」 

【意味：のどかな春の海。一日中、のたりのたりと波打っているばかりだよ。】 

と何となく毎日を過ごしている卒業年次の学生諸君。一般企

業の採用活動は最盛期を迎えようとしています。卒業後の自分が働

く場所を求めて、就職活動の動きに拍車をかける必要があります。 

現在、学内では理事長・校長先生をはじめ教員を面接官とした面

接指導が行われています。そこで、必ず指導を受けるのは、「挨拶

はしっかりやれ」、「相手の目を見て、口をしっかりと開け、元気よ

く、自信を持って話せ」、「深みのある話をしろ」です。なぜだか、

解りますか。多くの面接官は、指導されたことが、まともにできな

い学生を最初に落とそうとするからです。特に、「深みのある話を

しろ」とは、面接官の感情を動かし、強い印象を与えることです。

例えば、頑張った事を話す場合は、そこで、「自分はどのように思

い、考え、行動したか。その結果、自分が得たこと、学んだことは

何か。自分の人生（現在）にどのような影響を及ぼしたか」などが

話の中に込められると、印象深い話になります。面接の場は、面接

官とのコミュニケーション（出会い）の場でもあります。気持ちを

込め、やる気を前面に出すなど、「印象深く」の原則を生かしてく

ださい。 

「未内定の悪循環」に陥らないでください。面接選考で全人格を

否定されたと受け止め、ドンドン自信を失い、どうして良いのか自

分でもわからないままに惰性で採用試験を受け続けている状態で

す。一度こうした悪循環に入ると、なかなか自分では抜け出せなく

なりますので、担任の先生や進路部のアドバイスを受けるようにし

てください。また、志望先研究などの事前準備ができないままに、

多くの企業に「とりあえずエントリー」を行い、そのハードスケジ

ュールを消化しているうちにドンドン悪循環の速度が上がり、立ち

止まって就活を見直すことも怖くなります。そんな場合、あえて「志

望分野を変える」、「思い切って小休止する」ことも大事だと思いま

す。自分を冷静に見ることができたなら、きっと悪循環を止めるヒ

ントも見えてくると思います。 

怯むな、学生諸君！明るく、元気に、前向きに、勇気と自信を持

ってチャレンジして下さい。現実から逃避せず、不安を蹴散らし、

失敗を怖がらず、行動してこそ求めるものが得られるのです。学生

諸君の奮起と健闘を心から期待します！！ 

 

５月 の行事 

３日(土) 憲法記念日 

４日(日) みどりの日 

５日(月) こどもの日 

６日(火) 振替休日 

７日(水) 2CP 職業体験① 

    3CP 教育実習事前研修 

８日(木) 学生会選挙 

９日(金) 健康診断(１年、2TW) 

１０日(土) 後援会総会 

１２日(月) 体育集中授業② 

１３日(火) 春季スポーツ大会 

１４日(水) 2CP 職業体験② 

    3CP 教育実習事前研修 

１５日(木) 常葉系統別講座 13:10～15:00 

１７日(土) オープンキャンパス 13:00〜15:00 

      ✿ 子育て支援ｷｯｽﾞﾊｳｽひかり(託児所)：有 

２０日(火) 春季スポーツ大会(予備日) 

２１日(水)  2CP 職業体験③ 

     3CP 教育実習事前研修 

２５日(日) オープンキャンパス 9:30〜12:00 

２６日(月) 体育集中授業③ 

２７日(火) 創立記念日 

２８日(水) 2CP 職場体験④ 

２9 日(水) オープンキャンパス 17:00～18:30 

  卒業生を囲む会(福祉医療) 

３０日(木) 2CP 職場体験④ 

３１日(金) ✿ 子育て支援ｷｯｽﾞﾊｳｽひかり(託児所)：有 
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◆新入学生宿泊研修を終えて 

教頭 有賀 浩 
 「心の友」を作ること、そして最終目標である「就職」へ向けて
今後の学校生活全般について指針を明確にするために、新入学生宿
泊研修を 2 泊 3 日で実施しました。箱根・芦ノ湖周辺でのオリエン
テーリングに始まり、3 日間ともその雄大な姿を見せてくれた霊峰
富士山の麓に広がる研修所「国立中央青少年交流の家」をお借りし
ての活動と、好天の下、全ての行事が完遂できました。 
 当初不安げな表情の新入学生も、ちらほらいましたが、礼儀作法
研修、食事や入浴、レクリエーション、ＴＱＣグループ活動、その
成果発表と密度の濃い時間を共に過ごしたことで、最終日には全員
が前向きで明るい表情に変わりました。 
 ますます激しく変化するＩＣＴ（情報通信技術）社会＆少子・超
高齢社会で、全員が揃って「なりたい自分」の具現化を目指して、
各学科・コースで職業に直結する専門技術を学びます。その中で最
も重要なのは、元気で明るい「挨拶」を基調とした「全人教育」。
そして、自分自身の意志と意欲で自ら学ぶ姿勢を貫くこと、勉強・
仕事を通して「自己実現」を図ることを根底に据えよう。その上で、
ＴＱＣ活動で活発に討論し合ってまとめ、成果発表した多くの努力
目標を「心の友」と共に一つずつ確実に達成し、次の「ヤル気」に
つなげ、全員が「目指す仕事」に就けるよう、頑張って行こう！ 
（「いざ友愛固く わが友よ！ 青春のとき 知徳を磨き」：校歌より）。 
 

１年学年主任 鈴木 正章 
 平成 26 年度の新入学生を対象に「一人でも多くの心の友（親友）
をつくり、本学の学生としての心構えを身に付ける」事を目的とし、
御殿場国立青年の家で 2泊 3日の宿泊研修を実施させて頂きました。 
本学のパイオニアの精神を基調とした「建学の精神」のもとに集い、
就職という目標を見据えた最後の学校生活をスタートさせる大切
な研修でした。目標までの道のりには大きな壁がいくつも立ちはだ
かっていますが、それを打破する為には、理事長・校長先生がおっ
しゃって下さった「感謝の気持ちを込めた笑顔でのあいさつ」や「利
害を超えて助け合うことのできる真の友人」の存在。さらに、「自
分に付加価値を付ける事」が大切です。 
 学生の皆さん、自分の目標（夢）に向かって一日一日を精一杯、
全力で取り組み、充実した学生生活を送りましょう！！その結果と
して、自分の理想とする就職先を見つけ、内定を勝ち取りましょう。 
 今回の研修を通して得た貴重な経験について、各学科の代表の学
生による報告を以下に述べます。 

 
ＩＣＴ情報システム学科 １年 杉井 千春 

 今回の宿泊研修に参加して決意した事を述べます。私は、システ
ムエンジニアになる為に、一般常識を身につけて資格を取得してい
くことが必要だと考え、日頃から新聞や本を読むことで知識の向上
を図っています。そして多くの経験を積み、クラスや学科の先輩方
と多くの関わりの中で、まだ苦手意識のあるコミュニケーション能
力を少しでも向上できるよう努力していきます。 
また、笑顔で先生方等に挨拶をし、礼儀や真心を持って人と接し、

自分の行動や発言に責任を持つことを意識していきます。その他、
日頃から規則正しい生活を過ごし、健康管理を怠らず、ストレスを
溜めない方法を自分なりに見つけ、計画的に行動し、一分一秒を無
駄にせず、積極的に動き、その中でマニュアルに縛られない個性を
磨き、自分自身を高めていきます。 
 最後に、学校に入学させてくれた両親や、先生方への感謝を忘れ
ずに実のある２年間を過ごしていきたいと思います。 

 
ＩＣＴ映像・音響デザイン学科 １年 滝浪 博斗 

 私は、この 2 泊 3 日の宿泊研修を通して、様々な新しい出会い、
体験、思い出を作ることができました。初日はまだ話した事がなか
った人との交流を通して、今まで知らなかった友達の性格、個性を
見つけることができました。そしてなにより、この宿泊研修のメイ
ンテーマである「よりよい就職」についてのＴＱＣ活動は、とても
勉強になりました。よりよい就職へ近づくための基本的な自己管理
能力はもちろん、企業が必要としているコミュニケーション能力の
向上も必要だと感じました。 
 また、校長先生がおっしゃっていた「付加価値」もＴＱＣ活動を
通じて深く理解することができました。皆が同じ目標に進んでこと
もちろんですが、自分にしかない個性を出すことの重要性に気付く
事が出来ました。私が持っているコミックイラストの技術を、これ
から学んで吸収し、映像制作技術の中に取り入れて、他の人とは違
う個性として成長させて行きたいと思います。 

 
総合福祉学科 １年 江野 将太 

御殿場での 2 泊 3 日の研修は、入学式から間もなかったこともあ
り緊張や不安が大きかったです。しかし、班で行ったＴＱＣ活動や、
全体で行ったレクリエーションのおかげで、違う学科の人たちとも
親しくなることができました。礼法では常に正座でとても辛かった
ですが、尾崎先生の教えてくださった、「自分をどう見せるかでは
なく、相手を大切にする心が表面に現れる」というお話は、とても
勉強になりました。今まで、家で挨拶をすることはほとんどありま
せんでしたが、礼法で学んだことを活かし、少しずつでも実行でき
るようにしていきます。最終日のＴＱＣの発表では、初めてという
こともあり緊張しましたが、班で力を合わせやり遂げることができ
ました。しかし、立ち位置やパソコン操作に関して事前に話し合い
を持たなかったこと、声の大きさや視線など反省点も多く、今後の
課題も明確になりました。 
この研修で学んだことを私生活、学校生活に活かし、充実した 3

年間にしていきます。 

介護福祉学科 １年 小林 弘律 
 今回の研修では多くの人と交流を図ることができました。私は人
の話を聞くことが苦手でした。しかし、ＴＱＣの班活動を通して人
の話に耳を傾けることが、人との交流を図る第一歩であることを学
びました。また、今回の研修では自分のなかで 3 つの目標が明確に
なりました。      

1 つめは「積極性」です。人前で話すことは勇気が必要です。そ
の勇気を出すことで、体験や経験の機会を増やしていき、自分の世
界を広げて行きたいです。2 つめは「視野を広げる」です。自分勝
手に行動せず、相手の気持ちを考え行動したいです。3 つめは「礼
法」です。研修で学んだ感謝の気持ちや人を大切にする心を持ち、
笑顔で挨拶したいです。 
 今回の研修は、多くのことに気づき、学ぶ機会となりました。利
用者様に敬意を払い、人の心を理解できるよう努力し、共感できる
優しい心を持った介護福祉士を目指したいと思います。2 年間とい
う限られた時間を大切に、日々学び何事にも精一杯取り組んで行き
ます。 

 
子ども心理学科 １年 渡邉 青香 

 今回の宿泊研修を終えて、私は挨拶や返事の大切さを学びました。
今まで何気なく交わしていた挨拶も相手のことを思う挨拶に変え
るだけで、お互い気持ちよい挨拶になり、たくさんの人達と交流を
深めることができました。 
ＴＱＣでは、自分の理想とする将来像を再確認できました。また、

違う学科の班の発表を聞き、一人一人違った意見があり、とても興
味深かったです。たくさんの意見を聞き、自分の考え方をもっと広
げていきたいと感じました。学科が違ったり、それぞれ目指す将来
像が違っていても、これからの学校生活で少しずつでも交流を深め、
刺激を受けたいと思いました。専門学校に進学し、まだ始まったば
かりですが、大変なことにも、強い意思を持って学校生活を送り、
自己実現のため努力していきます。 

 
医療情報秘書科 １年 巻嶋 華衣 

 私は、今回の研修で様々なことを学ぶことができました。ＴＱＣ
では「よりよい就職をするために」をテーマに、そのためには何が
必要かをグループ話し合いました。その結果、2 日目に教えていた
だいた礼儀作法のこともあり、「マナーが特に重要」という結論に
至りました。 
 私たちが目指している医療事務員は多くの人と関わるのは勿論
のこと、病院に来た患者さんと最初に対面する立場です。対応次第
では患者さんの気分を害してしまうこともあるので、挨拶、言葉遣
い、礼儀作法などのマナーを守り、温かく迎えられるようにするこ
とが大切だと思います。これからの学校生活では研修で学んだこと
を生かして、先生や先輩など目上の方々への敬意を忘れず、誰に対
しても自ら進んで挨拶をしていくように心がけていきたいと思い
ます。 
 この 3 日間の研修でクラスの人や他学科の人とも交流をもてて、
友達との絆が深まったと思います。2 年間、一生懸命取り組み、立
派な医療事務員になりたいと思います。 


