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平成 26 年 

7 月号 
   

          
の行事    

１日(火)  ２ＴＷ・ＣＷ第３期実習 ～7/２6(土) 

２日(水) ２CP職場体験⑨ 

３日(木) 卒業生を囲む会(CP) 

５日(土) オープンキャンパス 13:00〜15:00 

     ✿ 託児所：有 

６日(日)  B 検 

      サウンドレコーディング技術認定試験 

７日(月) ２MIS講義・前期試験 ～7/11(金) 

     体育集中授業⑥ 

９日(水) ２CP職場体験⑩  

１3日(日) サマーオープンキャンパス!!  9:30～12:00 

１４日(月) ２MIS 夏季病院実習 ～8/30(土) 

１６日(水) ２CP職場体験⑪ 

１９日(土) ✿ 託児所：有 

２１日(月) 海の日 

２２日(火) ３TW前期試験 ～7/25(金) 

２３日(水) ２CP職場体験⑫ 

２４日(木) オープンキャンパス 17:00～18:30 

３CP面接指導 

２８日(月) １年電子情報 職場体験(2) ～8/1(金) 

      ３TW 第５期実習 〜8/30(土) 

      体育集中授業⑦ 

◆ＡＯ入学選考エントリー＆ 
サマーオープンキャンパス開催に向けて！！ 

 
企画広報室 外木 真衣 

皆さん、こんにちは！暑い日が続いていますね。近年、『熱中
症』が増加しています。日常に潜む危険や救急処置など正しい知
識を身につけて、暑い季節も安全に過ごしましょう。 
さて、本学では、６/２（月）よりＡＯ入学選考のエントリー受

付が始まっています。 
既にエントリー者もおり、中には「先輩に聞いた」「オープンキ
ャンパスで、先輩達が優しくて入りたいと思った」など、嬉しい
声を耳にすることもできました。皆さんの、受験生時代はいかが
でしたか？進路決定に向けて色々悩んだり、エントリーシートや
願書提出の時は緊張したり…みんな色々なことを考えながら過ご
していたと思います。高校生の方々もそんなドキドキと共に、学
校見学に来たり、オープンキャンパスに参加したりしていますの
で、本学で会った際には是非、やさしく激励の声をかけてあげて
下さい。高校生にとって「先輩と触れあえる」というのは、とて
も嬉しいことなんですよ。また、皆さんの明るい挨拶で、緊張を
ほぐしてあげて下さいね！夏には、パワーアップした「サマーオ
ープンキャンパス!!」を開催します。内容は、GREE のアートディ
レクターによるセミナー、だいいちテレビ訪問、卒業生を招いた
対談、ひんやりおやつ Caféなど楽しいイベントばかり！ 
在学生も参加できるので、是非お時間がある方は参加してください。 
また、皆さんの周りに、「将来、電子情報／福祉医療の分野を

目指したい！」という方がいましたら、是非オープンキャンパス
への参加を勧めてみて下さい。楽しく体験授業に参加しながら、
進路を決定していければ良いですよね。私たちも、将来が希望に
溢れている高校生の方々が本学に来てくれるのを、とても楽しみ
にしています。皆さんの力で、中村学園を更に盛り上げていきま
しょう！宜しくお願いします！ 
 
＊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 入学選考説明会 
７月 ５日(土) １３：００～１５：００  

◎学校説明会・ミニ体験・AO 入学選考説明会 
7月２４日(木) １７：００～１８：３０ 

 ８月  ７日(木) １７：００～１８：３０  
◎サマーオープンキャンパス!! 
７月１３日(日)  ９：３０～１２：００ 
８月  ３日(日)  ９：３０～１２：００ 

       ２０日(水) １３：００～１５：００ 
     ３０日(土) １３：００～１５：００ 
※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※ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
    
◆今が就職活動の正念場！！        

 
 

進路室長 大原 利作  
これから暑い日、涼しい日などを繰り返しながら、憂鬱で不快

な梅雨が明け、心が晴れわたるような青い空、白い雲の季節に向

かっていきます。就職活動（就活）中の学生諸君も心の浮き沈み

を味わいながら、心が晴れわたるように（内定獲得）頑張ってい

ると思いますが、体調管理には十分に注意してください。 

本学では、理事長・校長先生をはじめとする教員を面接官とし

た学内面接指導も「子ども心理学科」を残すのみとなりました。

これから本番面接に立ち向かう学生諸君、指導頂いた事柄をしっ

かりと受け止め、自信を持って挑んで欲しい。面接官は、「表情、

しぐさ、話し方」などから諸君の人間力をしっかりと見ています。

自信を持って自分の言葉で語れる学生、マナーや第一印象が良い

学生を高く評価します。面接官は他人、自分がそう思っていなく

てもそう思われれば、それが自分の評価になります。 

採用側の徹底した厳選採用など、厳しい就職環境を乗り越える

為に、もう一度、下記のように自分自身の就活の取り組みを見直

してください。 

☆「就職する」の強い意欲と自覚を持つ！『思い内にあれ

ば色外に現る』 

「なぜ、この仕事」、「どうして、我社に」と問われて

も、完璧でなくともいいので、自分なりの想い、意欲を相

手に伝えられるようにすること。 

☆自己理解、志望先研究はしっかりとやる！『敵を知り、

己を知れば、百戦危うからず』 

「問題や挫折をどのように乗り越え、何を身につけたか」、

「夢ややりたい事に向かって学校で頑張っていること」、

「他人に負けない強みや個性」などを志望先の求める人材

象を念頭に志望動機と関連付け、自己表現（自己ＰＲ）で

きるようにすること。 

☆志望先の選択肢を広げる！ 

規模、勤務地、給料などばかりに拘らず、就職後を見据え、「自

分の持っている能力が発揮かつ成長できる」を重要視すること。

一般企業系を志望する学生は、職種の選択肢も広げること。多く

の社会人は仕事をしていく中で“喜び”や“適性”を見出してい

く。「この仕事だ！」とコダワリを持つことも大切だが、仕事っ

て実際にやらなければ見えてこない部分が多いはずである。 

☆面接は「キビキビ」、「ハキハキ」、「ニコニコ」を徹底する！ 

面接はお互いのコミュニケーションの場である。つまり、

同じ人間である面接官と「対話」することである。面接官

は、自社に興味を持ってくれた諸君との出会いをとても楽

しみにしているはずである。緊張していても、落ち着いて

話せば、諸君の熱い想いは伝わるはずである。諸君の言葉

で話せば、きっと真剣に聞いてくれるはずである。変に身

構えず、本音で対話することが大切である。学内面接指導

で指導頂いた、「挨拶、立ち居振る舞い、笑顔、話し方」

などをもう一度思い浮かべて採用試験に立ち向かうこと。 

明るく、元気に、前向きに、最後

まで諦めずに、自信を持って果敢に

挑戦すること。 

 

 

あの、ゲーム会社の 

「ＧＲＥＥ」が来校!!  



 

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 
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 学校法人 中村学園 ｅｄｉｔｏｒ 曽根 

    

ＣＡＮジャーナル 
2014 

平成２6 年 

７月号 

   
◆「平成 26年度 静岡福祉医療専門学校 

卒業生を囲む会」を終えて 
 
◇開催趣旨 

  進路指導の一環として、在校生と卒業生を囲み、座談会を通
して職業観を養い、進路意識の高揚を図る。 

  また、教職員も卒業生と交流をや情報交換を図ることで、現
場把握の機会とし、学生指導に活かす。  

◇参加卒業生(５名) 

◇参加学生 
総合福祉学科,介護福祉学科,医療情報秘書科の全学年 154 名    

◇卒業生のお話 
 就職活動について 
 ・実習先で、職員や利用者様とも、顔の見える関係ができる。

また、実習のなかで、興味のある分野が変わっていくことも
あるが、その中で、何を探っていくかが非常に重要。 

 ・施設見学に行き、利用者様の身体拘束がなく、尊厳が守られ
ていると感じたので、どうしてもこの施設で働きたいと思い、
福祉フェアなどにより多く参加し、自分に意志を伝えた。 

今の仕事についての魅力・大変さなど 
・「患者さまに感動を」の理念が、すべてのスタッフに浸透してい

る職場であることが魅力。 
・「大変なこと＝魅力」。大変だからこそ、解決に結びつけば、や
りがいや魅力に感じる。福祉とは生活そのものであり、人生そ
のものへの関わり、介入であると思う。 

・最期を看取ることも仕事。そのため、一人ひとりの暮らし作り 
に力を入れており、これが魅力。 

・生命を預かる場所。強い責任と恐怖もある。しかし、「ありがと 
う」の一言で、自分に返ってきた気持ちになり、嬉しい。 

・コミュニケーション力が問われ、その結果が利用者様の反応で
はっきり見えることが魅力。自分の向き合い方で、物事の見え
方が異なるということも感じる。  

学校生活について 
・学校で学んだことは、やはり「全人教育」。掃除、挨拶を大切に
してほしい。できているか否かで、人柄として判断されやすい。 

・働くことは「自己実現」であるので、継承してほしい。 
・介護の質が大切なので、人間としての質も高められるよう「全
人教育」を大切にしてほしい。 

・介護観、職業観をしっかりと学び、身につけてほしい。  
学生たちへアドバイス 
・スピードも大切だが、何より正確さが重要。普段から意識して
頂きたい。 

・感性を磨く力、人の役に立ちたい、人と関わりたい、という気
持ちを大切にしてほしい。 

・これからの道は「何をしたいか、何をするか」の気持ちを持っ
て過ごしてほしい。 

・日常から学ぶために、何事も全力で取り組むことが重要。 
・多くの方と信頼関係を築いてほしい。相手をどう受け入れるか    
 を会得する機会になる。 
 

総合福祉学科 １年 神田 泰志 
 今回、介護の面では実習の大切
さを改めて知ることができました
。座学だけでは得ることのできな
いコミュニケーション能力、実習
先での利用者さんや職員との関わ
り方。現場に出て自分の目で見て
感じることの大切さ、利用者の方
にお礼を言われたときの嬉しさな
ど、先輩方の言葉でこれから９月
に控えている実習の不安を和らげ

ることができました。また、先輩方のようにボランティアに積極
的に参加し、これからの実習に備えたいと思いました。社会人の
面では、多種多趣味であれば人と話すときに話題も豊富になり、
日々のニュースに耳を傾け新聞などをしっかり読んで一般常識を
身につけておくことも大切だと感じました。 

介護福祉学科 １年 長尾 舞子 
 「卒業生を囲む会」に参加し、漠然としていたことが、はっき
りと見えるようになりました。 
 私は、就職はまだ先だと思っていましたが、すぐであると実感
し、在学中にしておくべきことを教えて頂くことができました。
コミュニケーションが苦手な私がすべきことは、接客業のアルバ
イトに挑戦して様々な人と話す機会を作り、日々繰り返される挨
拶や返事を、意識して行うなど、直ちに実践して行きたいと思う
ことばかりでした。自分の介護観を明確に持てるよう、今自分が
すべきことに一生懸命取り組みたいと思います。今回の先輩方の
お話は、今の自分にとって非常に良い刺激になりました。 
 
 

医療情報秘書科 １年 池永 智尋 
 卒業生を囲む会に参加させていただき、貴重な話を聞くことが
できました。先輩方は働きながらも、とても充実していること、
仕事が大変な反面、プライドを持って取り組んでいることを感じ
ました。また、学校で学ぶ知識や病院実習に積極的に取り組むこ
とが自分の目指す事務員に近付く第一歩だと伺いました。 
そして、目指す将来像をしっかり確立させ、実習や学習に取り

組みたいと思いました。自分の就職したい病院や施設に足を運び
体験することで、就職活動に対する意識を高めようと思います。
自分の目指す目標、学校生活での意識を改めて見直し、考えるこ
とができたことで、就職に対する心構えが変わりました。 
 
 

◆姉妹校 第一ひかり幼稚園職場実習を終えて 
 
 

子ども心理学科 １年 片井 彩乃 
 私は実習では、「先生や子ども達、保護者の方々に積極的に挨拶
をし、笑顔で接すること」を目標にして取り組みました。 
 実習の中で、子ども達がいたずらをしているのを目にすること
がありました。しかし、上手く声がけが出来ず、担任の先生が対
応をしてくれるまで、止めさせることができませんでした。どの
ような言葉で声をかけ、なぜだめなのかを子どもにわかるように
伝えることが出来るよう、次への課題にし、取り組んで行きたい
と思います。反省を活かし、より広い視野を持ち、自発的に行動
できるよう努力していきたいと思います。 
 
 

子ども心理学科 １年 藤田 知里 
 私は、実習で「笑顔を忘れない」、「先生の動きを知る」とい
う目標を持って実習に臨みました。 
学んだことは、先生の動きや、子ども達に対しての接し方で

す。泣いている子どもには優しく声を掛け、理由を聞くこと。
喧嘩をしている子どもには、お互いの話を聞き、仲直り出来る
ように対応すること。これらの学んだことを９月の実習に活か
し、充実した実習にしたいと思います。 

学科(卒業年度) 氏名 就職先 職種 

総合福祉学科  

(H18 年度卒) 

土屋 亮 社会福祉法人  

農協共済中 

伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

相談支援課 

相談支援 

専門員 

総合福祉学科 

(H22 年度卒) 

高畠 睦美 

(旧姓：石戸) 

社会福祉法人 静和会 

地域密着型特養 

 丸子の里わかば 

介護福祉士 

介 護 福 祉 学 科 

(H13 年度卒) 

尾崎 香奈 

(旧姓：美濃部) 

社会福祉法人 駿河会 

特別養護老人ホーム 

 晃の園 

介護福祉士 

教育部 

実習指導者 

介 護 福 祉 学 科 

(H23 年度卒) 

九島 扶久美 医療法人財団  

百葉の会 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰそてつ 

介護福祉士 

医療情報秘書科 

(H25 年度卒) 

杉山 史奈 医療法人社団 聖敬会 

田中消化器科ｸﾘﾆｯｸ 

医療事務 


