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福祉医療：子ども心理学科  

平成３０年度「卒業生を囲む会」実施報告 
 

 

参加いただいた卒業生 
 

☆望月 麻衣さん  
（賎機こども園：保育士） 

☆近藤 千帆さん  
（みやじま幼稚園：幼稚園教諭） 

☆山杢 慎之介さん 
（駿遠学園：施設保育士） 

 

学生生活や就職活動、就職後のことなど、とても貴重なお話を伺いま

した。以下はその抜粋です。 
 

●現在の就職先を決めた理由は？ 

望月さん：実習先だった。自然の中で子どもたちがのびのび生活してい

るところが魅力的だった。 

近藤さん：実習に行った際、年長クラスの先生の保育に惹かれた。 

      幼稚園のきちんとした日課が向いていると思った。 

山杢さん：専門学校での３年間を通して、施設へ就職したい気持ちが強

くなった。自然豊かな環境、小１～１８歳と年齢もバラバラ

な子どもたちの姿に魅力を感じた。 

●仕事を通してやりがいを感じることは？ 

望月さん：子どもの成長を間近で見られる。成長を見たり感じたり、子

どもと一緒に喜び合えることがやりがいに繋がっている 

近藤さん：日々できることが増えていき、些細なことでも喜びである。 

     行事の達成感があり、子どもと一緒に作り上げた感動がある。 

山杢さん：施設では担当の子が決まっていて、子どもによってできる事

出来ない事が違う。日々の生活の中で距離が近づいていくこ

とがやりがい。 

●学生生活の中で身につけておくべきことは？ 

 望月さん：ピアノが弾けること。子どもも自分も楽しめる歌や絵本をな

るべく沢山知っておく。 

 近藤さん：学生のうちに保育教材を作っておく。 

 山杢さん：障害児についての知識をできるだけ多く      

知ること。 

制作物・手遊び・絵本等、保育の遊びに

ついて学んでおく。 

       

子ども心理学科 １年 川口 稜夏 

「卒業生を囲む会」で、幼稚園、こども園、障害児入所施設で働いてい

る3名の卒業生の話を聞きました。それぞれの現場に、大変な面、やりが

い等があると学びました。そして、3 名が共通して「子どもの成長を見ら

れる」ということにやりがいを感じていること、実習の時にはなかった「責

任」があるということを話してくださいました。私は、これから始まる実

習に対して、どのような準備をしたら良いのか、どのような気持ちで挑め

ばいいのか、実習中に気をつけるべきことなど、大きな不安がありました。

しかし、先輩方が身につけておくべきことに加えて、実習には目的を持っ

て挑むことや、細かくメモをとることなど、実習に対する姿勢などを現場

に立って改めて必要だと思ったことを教えて下さり、少し不安が小さくな

りました。今から出来ることを真剣に取り組み、これからの学びに活かし

ていきたいと思います。 

 

子ども心理学科 ２年 荻野 千賀 

今回、実際に保育所や幼稚園などの保育の現場で働いている卒業生の方

々からお話を伺い、これからの実習や自分の就職について考える機会を持

つことができました。 

 卒業生のお話の中に、「なんで〇〇したの？」と聞くのではなく、まずは

子どもとしっかり向き合い、気持ちを聞き、寄り添うことが大切だと伺い

ました。私は実習の時に、子どもの喧嘩の場面を見ることが多くありまし

た。その時、「お友達は今の嬉しくないと思うよ」など相手の気持ちを伝え

るようにしていましたが、私が話をする前に、なぜそうなってしまったの

かを子ども自身が考え、自分の言葉で伝えることが大事であると気付かさ

れました。言葉で伝えることができる子には、自分の思いや考えを話して

もらい、その子の気持ちを受け止め、向き合うよう心がけていきたいと思

います。 

 また、学生生活についてのお話を伺うことができました。「前もって準備

しておくことが大切」というお話の中で、就職してからは、ペープサート

やパネルシアターなどの保育教材を作ることは難しいとありました。少し

でも多くの保育教材を学生の時に作りたいと思います。また、「私はピアノ

が苦手だから」と諦めてしまうのではなく、自分なら何だったら出来るの

かを考え、工夫することの大切さも教えていただきました。コミュニケー

ション能力や専門的な知識を身に付けると同時に、諦めずに自分はどうす

ればいいのか、自分はどのように補うのかなども考え身に付けていきたい

と思います。 

 今回、卒業生の方々がお話ししてくださったことを自分の実習や就職活

動の参考にし、繋げていきたいと思います。 

 

面接指導を終えて（２ＭＩＳ／３ＣＰ） 

医療情報秘書科  ２年 髙橋 茉佑 
 

 今回の面接指導でいただいたたくさんのアドバイスの中で、一番大事だ

と思ったことは「自分を見つめ直し分析する」ということです。実際の面

接時には、同じ職種を志望する人が集まります。その中で自分を採用して

もらうためには、「自分にしかない強みをどれだけアピールできるか」が鍵

になると思います。そのためにはもっと自分の良いところを探し出して、

それが病院でどのように活かすことができるのかまで考える必要があると

いうことを再認識できました。 

もう一つは「余裕を持つ」ということです。面接は確かにとても緊張し

ますが、リラックスすることも大切だと改めて感じました。頭が緊張でい

っぱいになっていると、言いたいことは山ほどあるのに言葉が全く出てき

ません。そんな時は、深呼吸をして落ち着かせるようにとアドバイスをい

ただいたところ、言葉も出てくるようになり自然と笑顔にもなれました。 

医療事務員にとって

は“笑顔”はとても大切

です。「信頼」される医療

事務員になるために、今

一度自分を見つめ直し、

常に笑顔でいられるよう

に日ごろから意識したい

です。 

 

子ども心理学科 ３年  五百部 恵 

 先日、３ＣＰの面接指導が行われました。昨年は先輩方の背中を見てい

るだけでしたが、今年は自分たちが後輩を背中で感じながら行いました。

面接ではとても緊張し、練習のように自分を売り込むことができませんで

した。校長先生からのご指導で、「自分の核となる売りを作る」という事を

教えていただきました。また、私たち子ども心理学科は、保育の現場で子

どもたちと関わる仕事に就くので、「笑顔で機敏な動きができるような姿勢

で臨むことが大切」だということも教えていただきました。笑顔でいるこ

とで、子どもや保護者の方、職場の方などとの信頼関係の構築の一歩にな

るのだと思いました。 

自分が目指している仕事なので、この仕事を通して自己実現を図り自分

の成長に繋げていきたいです。さらに採用面接本番では、自分の売りを明

確にアピールできるよう、練習を重ねて準備をしていきます。 
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全日程、保護者対象説明会

も同時開催☆ 

個別対応もします♪ 

1年生は初めての本学夏休み、 

自分の「成長ストーリー」を編集しよう 
進路室長 橋野 幸男 

 人材コンサルタントで大学講師の常見陽平氏が、あるセミナーで次のよ

うに発言しています。 

 ― デジタル世代の学生たちは、学生生活の写真データをたくさん持って

います。就活で大切な“自己分析”は、まず“自分史”を作ってみる

ことから始まります。「写真で過去を振り返ると、新たな気づきや発見

が出てきます」。― 

 この話から、鈴木敏恵氏が提唱する「パーソナル・ポートフォリオ」を

連想しました（同氏は「シンクタンク未来教育ビジョン」代表。一級建築

士、放送大学などで非常勤講師。昨年8月、同会が横浜で開催したセミナ

ーに参加）。 

 それは、A4 サイズのクリアポケットファイルに、入学時からのキャリ

ア形成に関わる様々な取り組みの成果を、日付をつけ時系列で保存してい

くものです。学修、課外活動や学外での様々なシーンについて、例えばレ

ポート、合格証、写真やメモなど、何でもかまいません。そして、定期的

にこのファイルを開いて「振り返り」を行います。自分の成長を実感する

と同時に、次期の取り組みを考える、また、就活準備時には「自分史」を

まとめるのに活用する、というものです。 

 さて、1 年次の皆さんが今、ポートフォリオを制作するとしたら、手元

にどんな素材があるでしょうか。「ステップアップ・レッスン」の成果物、

「入学式」の写真、「御殿場宿泊研修」での決意文、「卒業生を囲む会」や

「職場体験」のレポート、資格・検定試験の「合格証」、「スポーツ大会」

や「ボランティア活動」の映像、あるいはその時々に感じたことを走り書

きしたメモ、など等。これらを収納したポートフォリオをめくれば、皆さ

んの成長の軌跡を俯瞰することができます（鈴木氏は、これを「入れる→

めくる・みる→気づく」と表現します）。 

 本学での初めての夏休み。各自が「自分の成長を実感しながら、目指す

ところへ自分の意志で向かっていける」よう（ ＝「なりたい自分になる」、

「キャリア自律」）、「パーソナル・ポートフォリオ」でキャリア・ストー

リー編集の準備を行いましょう。そして、後期に入ったら、このポートフ

ォリオを素に「ジョブ・カード＜学卒者等用＞」を記入し（「新入生オリ

エンテーション」で紹介しました）、更に毎期、その内容をバージョンア

ップしていきましょう。就職活動で書く（履歴書、エントリーシート）・

話す（面接）時の素材がここにあります。 

 

平成３１年度 
ＡＯ入学選考エントリー＆夏のオープンキャンパス：ＳＰ版 

に向けて！！ 
企画広報室 高橋 達也 

皆さん、こんにちは！暑い日が続いていますね。まもなく夏休みになり
ます。就職活動で忙しい方も多いと思いますが、水分補給等、熱中症に気
を付けながら、夏休みにしかできないような勉強や遊び等、充実した時間
をお過ごしください。 
さて、本学では、6 月 1 日(水)よりＡＯ入学選考のエントリー受付が始

まっています。中にはオープンキャンパスに何度も足を運んでくれる高校
生もいて、将来の仕事に関わる体験授業を真剣に取り組んだり、進路につ
いての相談を熱心にしてきたりしてくれています。そのような高校生の姿
を見て、こちらも身の引き締まる思いです。 
サマーオープンキャンパスでは多くの学生の皆さんにアシスタントをお

願いしています。自分たちが高校生の時にどんなことを考えていたのか思
い出しながら、見学に来る未来の後輩たちへあたたかいアドバイスや激励 
の声をかけてあげてください！高校生にとって「先輩と触れあえる」とい
うのは、とても嬉しいことです。人の印象は第一印象で決まると言われて
います。皆さんの明るい笑顔と挨拶で学校への好感度も倍増すること間違
いなし！元気よくお願い致します！ 
今年の夏のオープンキャンパス SP 版では、スペシャルイベントを開催

予定です！「ANESSA」「TSUBAKI」等の有名CM（製作費5億円？）を手掛け
た資生堂のクリエイティブディレクターを招いての特別講演を開催しま
す！在校生の皆さんも楽しめる内容ですので、興味ある方は、友達や家族
を誘ってぜひ参加してください！ 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

８月 
１日(水) ２ＭＩＳ夏季病院実習（～８/３１） 

             ３ＴＷ第５期実習（～８/２５） 

 ４日(土) オープンキャンパス１３:１５～ 

 ６日(月) 前期試験週間、補講授業 

１０日(金) AM登校日(大掃除) 

             PM劇団四季観劇「オペラ座の怪人」 

１１日(土) 山の日 夏季休校（～１９日(日)） 

１３日(月) 保育園：開園（～１８日(土)） 

２０日(月) オープンキャンパス１３:３０～ 
 

２５日(土) オープンキャンパス１３:１５～ 
 

３０日(木)  オープンキャンパス１３:３０～ 

             J検ＣＢＴ  

９月 
      １日(土) わかふじスポーツ大会（～２日(日)） 

 ３日(月) 登校日 防災訓練、大掃除 

         追再試補講期間(～９/１５) 

 ４日(火) １ＴＷ・ＣＷ第1期実習（～９/１５） 

     ８日(土) ＯＲＴ授業 

１３日(木) 学校学科・入試説明会 １７：００～ 

１６日(日） わかふじスポーツ大会 

１７日(月) 敬老の日 

１８日(火) 後期授業開始 

２１日(金) ３ＣＰ実習科内発表会 

２２日(土) オープンキャンパス １３：１５～ ＯＲＴ授業 

             社会人常識マナー検定 わかふじスポーツ 

２３日(日) 秋分の日 

２４日(月) 高校生 ICTカンファレンス 

          振替休日 

２５日(火) ２ＣＰ保育実習Ⅰ（施設）（～１０/１２） 

２７日(木) Ｊ検ＣＢＴ        
 

☆オープンキャンパスＳＰ版 

 ８/２５(土)１３：１５～ 

☆ミニ体験、学校学科説明会 

 ８/２０(月)１３：３０～ 

   ３０(木)１３：３０～ 

 ９/２２(土)１３：１５～ 


