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元号「平成」30年間の最後の年。時代は大きな転換期を迎えている。 

 

平成30年度集大成  
我道祭、卒業研究・ゼミナール成果発表会、 

ケアスタディ発表会 を開催 

専門学校静岡電子情報カレッジ 

静岡福祉医療専門学校      

校長  中村 徹 
 

我道祭文化祭平成31年2月22・23・24日、学園祭23・24日 

福祉医療：卒業研究・ケアスタディ発表会 平成31年2月23日9時30分 

電子情報：卒業研究・ゼミナール成果発表会    2月23日13時00分   

展示会               2月22･23･24日10時00分 

ケアスタディ科内発表会  

静岡福祉医療専門学校2年総合・介護福祉学科2月20日 

卒業研究・ゼミ成果学科内発表会  

 専門学校静岡電子情報カレッジ   全学科  2月7日 

静岡福祉医療専門学校 2年医療情報秘書科  2月14日  

      3年子ども心理学科   2月8日 

保育園キッズハウスひかり平成30年度生活発表会「ひかりの日」 

2月23日 

  

開校32年間の平成30年度職業実践専門課程学びの集大成 

 

《卒業研究、ケアスタディ発表会―コンセプト》 

社会にアプローチできる研究テーマへチャレンジし、そのプロセス、

プレゼンテーションを通じて自己のスキルアップを図る。 

１．「時代に即した、将来に向けてアプローチできる研究テーマ」であ

ること 

２．「修得した専門知識と技術の集大成」であること 

３．「コラボレイト」により、関連知識の幅を広げ、汎用性・応用性を

身につけること 

   ⇒「付加価値」・「高付加価値」創造に繋がる発表である 

４．「グループ研究」であること－グループ内のインターフェイス 

（ケアスタディ発表会は個人） 

５．「プレゼンテーション」、「コミュニケーション」、「ドキュメント」

等の技法をマスターし、アピールする手法を身につけること 

６．「企画書」、「スケジュール進捗状況管理表」等を作成し、与えらっ

れた時間内で完成する計画的な研究を目指すこと 

７．「１００%の完成度」にもっていくこと 

８．「実証実験」による研究発表とすること 

９．発表の際には、資料を読むのではなく、「自分のプレゼン」をする

こと 

10．プレゼンの中に、「研究の中で一番試行錯誤した点」や「それが将

来どのような分野で、どういう形で役立っていくか」をマトメの

中に含み、可能なら「継続研究」につなげること 

 

  

卒業研究・ゼミ成果・ケアスタディ発表会を振り返る  
発表会においては、各校、各学科、各コースの特性を大いに活かし、

「時代に即した、将来に向けた研究テーマ」が設定され、研究に携わ

った一人ひとりの個性と知識・見識を集結し、試行錯誤の中からプレ

ゼンの完成度を高めた。この研究を通して、クリエイティブな精神を

より培い、まさに本学の「建学の精神」の具現化を図っている。最終

公開プレゼンでは、「産学連携教育プログラム」、「インターンシップ」

や「臨地実習」、「施設実習」、「ボランティア活動」、「卒業研究」等で

お世話になった最先端 ICT 業界人や介護実習指導者、幼児教育・保育

実習指導者、学校近隣の方、保護者の方等の前で堂々とプレゼンテー

ションし、プロの方 (々卒業生含む)から高い評価をいただいた。この

機会は、今後益々高度化する現代社会で、社会人となる皆に求められ

るものを創造する難しさを痛感し、自らの力を見つめ直し、社会に一

歩を踏み出す大きな「自信」につながる大変有意義な機会となったは

ずだ。 

電子は、「モノづくり」の醍醐味を痛感する完成度の高い研究内容で

あり、制作プロセスやターゲット設定がよく、コンテンツとの整合性

も高く、プレゼンもポイントを押え、「付加価値」創造につながる研究

発表がなされた。 

そのような中でも、今年も 1 年生のゼミ成果発表が内容は勿論、発

表態度、質疑応答の自信を持った対応といい次年度に期待を持たせて

くれるプレゼンで、また今から来年度が楽しみだ。 

 また、福祉でも「時代に即したテーマや背景が色濃く反映」され、

そのプレゼン技法にも創意工夫が見られ大変感激させられた。各学科

ともこれまでの学びの姿勢や探究心に満ち溢れ、それぞれの職業観が

よく表現され、来賓も教職員も「若い感性」による上達したプレゼン

に称賛の拍手を送った。 

また、この機会で得られた「緊張」と「失敗」は我々の成長への「肥

やし」となることを知って欲しい！ 

 そして、今後も研鑽重ね、「自信」と「誇り」を持ち、「スペシャリ

スト」としての道を切り拓いていただきたい。 

 

残してくれたみんなの集大成は、本学の貴重な財産である！！ 

プレゼンを通しての高評価は、学生だけに留まらず、我々教職員に

も大きな「自信」となり、これからの学生指導への大きな「励み」と

なった。 

この成果は次年度に継承され、今年度以上の大きな成果を期待する

ところだ。 

特に、電子の「産学連携プログラム」や「コラボによる付加価値創

造につながるレベルの研究」、福祉においては「地域に開かれた専門学

校」に基づく「ボランティア：地域活動」等の後輩への継承を強く期

待する。 

  

我々を取り巻く社会的背景 

我が国は超少子高齢化による人口減少社会に突入し、急速なグロー

バル化に対応した国際競争力の強化、一億総活躍社会・人生 100年時

代の働き方改革を推進するリカレント教育（社会人の学び直し）や地

方創生、Society5.0（超スマート社会）の実現など多様なニーズに対応

していかなければならない。 

また、第 4 次産業革命とも言われる IT とインターネットの発達に

よる Iot,ビックデータを基にデｲープラーニング機能を備えた AI 人工

知能時代が到来。今やビジネスは単にモノを造って販売することから、

ビックデータを利用して「モノと人を結びつけるサービス」を売る、

それが地球規模で展開される時代になってきた。 

 

このように科学技術は我々の予想を超えて進展し、既存の分野を融

合した新しい技術や考え方が次々と生み出され、社会に変化と多様性

をもたらしている。その中で生きていくためには、変化への対応力、

多様性への適応力が求められる。 

本学で身に付けた専門知識・技術、技能だけでは、この社会ではそ

んなに長持ちしない。常にブラッシュ・アップし続けることが必要だ。 

そこで生き抜く手段の多くは、社会での仕事を通して得られると思

うが、それだけではなく、友人や先輩、様々な人との交流、学び直し、

読書等仕事から離れ、チョット立ち止まり「こころを癒せる機会」で

学べることもたくさんある。 

 

本学もこのような人材ニーズに対応し、変化の激しい時代における

最大のリスクは「時代に取り残されること」だと考え、地域の業界等

との連携を強化しながら、地域社会を支える職業人材を育成する中核

的職業教育機関として社会の期待に応えていきます。 
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平成30年度  

卒業研究・ゼミナール成果発表会・ 

ケアスタディ発表会を終えて 
教頭・教育部長 有賀 浩 

＜電子情報 卒業研究・ゼミナール活動発表会＞  
2月22日（金） 

○発表会御参加講師（順不同） 

・SSBソリューション株式会社 専務取締役 

（本学学校関係者評価委員） 池谷 和彦 様 

・株式会社システムソフィア 管理部長 

（本学教育課程編成委員） 五十嵐 卓 様 

・オフィスアシタノ 代表 

 （本学非常勤講師） 木野 正弥 様 

・モノリズム合同会社 代表 

 （本学教育課程編成委員・卒業生） 保坂 昇秀 様 

・バックル 代表 （3DCG、映像制作） 

 （本学卒業生・非常勤講師） 落合 布暁 様 

・株式会社イースタイル 代表取締役社長 松浦 光弘 様 

 （産学連携教育でご支援を頂いている） 

 

○発表テーマと学生メンバー 

＜１＞ロボットハンドの製作  

    小長谷 統威      （ロボット創造学科 ２年 ゼミナール） 

＜２＞自主制作 特撮  

大嶽 寛西、鈴村 裕貴、永塚 和也 

（映像・音響デザイン学科 ２年 卒業研究） 

＜３＞オンラインゲーム『Bliprune』の開発 + 卒業制作の紹介  

    佐々木 健太、髙木 周、寺尾 知泰、中上 睦月  

（ゲーム応用学科 ２年 卒業研究） 

＜４＞産学連携 LIVE ROXY での研修・実習  

『学生でもライブ作りがしたい』  

石田 琴音、大石 千聖、大畑 千尋、小林 佑菜、坂口 真衣香、  

杉山 由奈、鈴木 竣介、常木 智世、藤田 真由佳、増田 明日葉、 

 水谷 友美、村木 華、宮木 紀彦 

（映像・音響デザイン学科 １年  プロゼミ）  

＜５＞産学連携 "Fly to the future" 

～ライブイベントの企画・制作・運営～ 

大石 萌絵、榊原 裕花、清水 麻衣、高橋 秀和、野呂 由利菜 

（映像・音響デザイン学科 ２年 卒業研究） 

○ご出席頂いた企業の方々からの各グループに対するコメント 

［一部抜粋］  

＜１＞ 

・完成度がとても高い 

・開発する目的、創る使命についてもっとプレゼンしてほしかった 

・発表手順・話し方が大変良く、細部まで研究内容が伝わった 

・人体の手の複雑さへの取り組みは大変評価できる 

・ものづくりへの情熱がひしひしと伝わってきた 

＜２＞ 

・リーダーの話し方が非常に良く、好感が持てる 

・映像だけでなくBGM等の音楽制作まで取り組めており、学科の特性が

よく表れている 

・本編は見入ってしまうほどのクオリティだった 

・色調整の難しさなど、映像コンテンツ制作の大変さが実感できたと思う 

・細部まで丁寧に作り込まれている 

＜３＞ 

・厳しい質問への受け答えがとても良い 

・とても落ち着いたプレゼンができている 

・コンセプトが明確で説明が分かりやすい 

・BGMに更なる工夫をしてほしい 

・UIの統一が図れていて良い。実際にプレイしてみたい。 

＜４＞ 

・リアルな環境で非常に良い体験ができた 

・周囲を巻き込む「力」が感じられた 

・反省・改善が明確にまとめられていた 

・後輩を巻き込んで、更なるグレードアップを図ってほしい 

・一つのイベントをやり切ったことを高く評価したい 

＜５＞ 

・ライブ出演アーティストへの映像提案は素晴らしいアイデアだ 

・実際にオペレーションしている映像も見たかった 

・広域にチラシ900枚を配布した行動力を高く評価したい 

・出演者との信頼関係づくりが素晴らしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲーム応用学科 ２年 髙木 周 

私たちはゲーム応用学科2年の4人でゲーム制作を行いました。今回は、

初めてのジャンル「オンライン対戦ゲーム」を制作しました。このチーム

で4作目となった今作で一番気を付けたことは、デザイン性の向上です。 

今まで制作した作品の反省として、「世界観とゲーム内容のずれ」があげら

れていました。今まで、内容ばかりに気を取られてしまい、見た目まで気

が回っていなかったのが原因です。その為、今回は最初から見た目も良い

ゲーム作りを目指してスケジュールを立て、制作しました。結果、シンプ

ルかつ世界観に合った納得のいく見た目に仕上げることができました。も

ちろん見た目だけでなく内容もこだわり、企画していたゲーム内容のほぼ

全てを実装することができました。 

また、最近のゲームの主流となっているオンライン対戦ゲームを制作で

きたことは、今後ゲーム会社に就職する私たちにとって貴重な経験ができ

たと思っています。発表の際に企業の方や学生から意見を頂くことができ

たので、これから働く会社でその意見を活かし、さらに素晴らしい制作を

していきたいと思います。 

 

ロボット創造学科 ２年 小長谷 統威 

私はロボットハンドの製作工程の発表をしました。発表している最中に

「入学当初と比較すると、今は落ち着けて話ができているな」と思ったタ

イミングがありました。もともと人前で話すのが緊張する性格で、入学式

の誓いの言葉を立候補したのも、もっと慣れて更にうまく話ができるよう

になりたいという思いがあったからです。本学で何回も行われたプレゼン

で大分、力を付けることができたのではないかなと実感ができました。 

しかし、今回の発表はただ自分の作品の内容を説明するだけになってし

まいました。社会ではプレゼンしたものを売らなければいけないので、ア

ピールするべき部分やセールスポイントなどを明確にすべきだったと反省

しました。 

また、企業の方から、「今の自分の立ち位置やレベルは世の中と比較して

どのくらいなのか調べたほうがいい」とアドバイスをいただきました。そ

れをしないと結局、付加価値がないモノのままだと気づかされました。今

後は自分だけの世界ではなく、もっと視野を広げていきたいと思います。 

 

「未来へ羽ばたく〜Fly to the Future〜」 

 映像・音響デザイン学科 ２年 大石 萌絵 

 私は卒業研究としてイベントの企画・運営を行いました。私は2年生の

最初から将来を見据えた上で、実際のイベントで音響や照明をやってみた

いと考えていました。予算がない中で取り組んだ卒業研究でしたが、１年

次にゼミナールで行ったテレビCM制作での経験がとても役に立ち、出演

者の方にはイベントでの映像を収録、編集して著作権フリーの映像として 
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渡すことを条件に無償で出演をしていただきました。 

 実際のイベントではスムーズに進行ができなかったところもありました

が、自分達でゼロから企画、運営までを行なった経験は何にも変えられな

い良いものとなりました。 

 また、この卒業研究では多くの人と関わりを感じました。出演してくれ

たバンドの方々、ライブハウスの方や来場してくれたお客様、最後までサ

ポートをしてくれた先生方など多くの人のご協力があり実現できた卒業研

究だと思います。本当にありがとうございました。 

＜福祉医療 卒業研究・ケアスタディ発表会＞ 

○発表会御参加講師（順不同）          2月22日(金) 

  

・本学学校関係者評価委員・教育課程編成委員 

 静岡県ボランティア協会事務局長  鳥羽 茂 先生 

・本学顧問・教育課程編成委員 

 静岡県ボランティア協会 相談役  神田 均 先生 

 

○発表テーマと学生メンバー 

＜１＞子どもと音楽 ～音楽が子どもに与えるもの～  

見﨑 瑠夏、村越 美波、山本 真衣（子ども心理学科3年卒業研究） 

 

＜２＞食物アレルギーを持つ子どもへの対応～各保育施設の比較～  

賤機 美里、白鳥 恵梨、白鳥 稚晶（子ども心理学科3年卒業研究） 

 

＜３＞環境因子を整える働きかけ ～「自発性」が持つ力～  

増田 椋架      （介護福祉学科2年 ケアスタディ発表） 

 

＜４＞好きなことを行い楽しむことが機能維持に繋がる 

       ～障害を取り除くことで好きな事を続けられる～  

   杉山 大夢      （総合福祉学科2年 ケアスタディ発表） 

＜５＞障害を持つ人の居場所づくり 

       ～「みんなでスポーツ教室」に参加して～  

   大庭 光揮、齋藤 大地   （総合福祉学科3年 地域活動発表）  

 

＜６＞児童への生活ボランティア ～子どもたちに必要なものとは？～ 

   竹下 柚紀、橋本 凱人   （総合福祉学科3年 地域活動発表） 

 

＜７＞つながる子ども食堂 ～地域での子どもたちの居場所づくり～ 

   前田 晴香、望月 亜純   （総合福祉学科3年 地域活動発表）   

○ご臨席下さいました講師の先生方からのご講評より 

・これまで取り組んできた学びの姿勢や探究心に満ち溢れており、充実し

た内容だ。 

・プレゼンテーション方法にも創意工夫が見られ、大変感心する。 

・学生の保育・教育観、福祉・介護観というものがひしひしと伝わってく

る。 

・このような誠実な学びの姿勢をずっと持ち続けて欲しい。 

・実際の現場では効率性が優先されるので、柔軟性や臨機応変な対応も求

められるが、原点にはボランティアスピリッツというものがある。その

上に専門性が発揮できるような仕事をしていってもらえることを大いに

期待する。 

・20年余にわたり発表会に参加しているが、常に時代に即したテーマや背

景が色濃く反映されており、素晴らしい報告ばかりだ。 

・プレゼンの中から日本社会が抱える問題、福祉・介護の課題が見えてく

る。 

・仕事の現場で色々な方々からの意見、批判から育てられることが多い。

就職後も研鑽を積み続けることを念願して止まない。 

・些細なことでも突き詰めていくと奥深い成果があるものである。何かに

興味を持ち続けて欲しい。 

 

「卒業研究・ケアスタディ発表会を終えて」             

総合福祉学科 ３年 大庭 光揮 

 3年総合福祉学科6名で迎える「卒研・ケアスタディ発表会」は、最後

の集大成となる発表会でした。確実な一人一人のスキルアップは、心から

たくましく・信頼できる仲間であると改めて気付け、素晴らしき仲間に感

謝の気持ちが芽生えた発表会となりました。 

 私のグループは「障害者スポーツ」、その他のグループは「児童ボラン

ティア」、「子ども食堂」についての発表でしたが、それぞれに学び深く、

また刺激となって、慌ただしい時間の中で、発表・進行も自分達で計画し・

実施できたことは、これから社会に出て介護従事者として働き出す者とし

て、大きな自信となり、チームワークの素晴らしさとその重要性について

強く実感出来ました。 

 お忙しい中、貴重なご意見・ご感想を賜り、校長先生や教頭先生をはじ

め諸先生方、来賓の先生方や在校生、これまで関わって下さった全ての方々

に感謝致します。本当にありがとうございました。 

 

 

 

「二つの意味を見出せたケアスタディ」 

総合福祉学科 ２年 海野 李澄 

 私は、ケアスタディ発表会は２年間の介護の集大成であり介護福祉士の

はじまりだと感じました。 

 今回ケアスタディのテーマは、実習の成功談・失敗談をもとに研究した

いことを決めました。今まで得た知識やまだ知らないことを調べ、駆使し

一つのケアスタディを完成させました。その過程において、無意識のうち

に一人ひとりが自分の理想像を主体に考えるようになっていたように思い

ます。そのため、どんな介護福祉士になりたいのかが非常に明確になって

いたように感じられました。 

 総合福祉学科の我々にとってケアスタディは介護福祉士を学ぶ学生生活

の終わりを示すのだと感じました。そして、３年次に向けて社会福祉を学

ぶ基盤の構築にも繋がっているのだと痛感しました。このケアスタディを

通して得たものを次年度に繋げ、どのような目標を持ち社会に羽ばたきた

いのかを今一度見つめなおし学生生活最後の１年に挑みたいと強く感じて

います。 

 

「ゴールではないと分かったケアスタディ」 

介護福祉学科 ２年 石間 恵介 

 私はケアスタディを通して多くの事を学びました。最初、介護福祉学科

は「国家試験」のことだけを考えていたこともあり、国試が終了しても一

人ひとりの気持ちの切り替えがうまくできずにいました。一方、総合福祉

学科は早くからケアスタディに着手しており、双方のモチベーション、意

識の差は明白でした。その差から衝突がありました。ケアスタディ委員長

として関わらせて頂いていた私にとって、自分自身を見直すきっかけとな

りました。同時にその衝突は介護福祉学科全体の意識の変化へと繋がりま

した。ケアスタディ発表会当日に向け、両学科再スタートとなり一丸とな

りラストスパートを駆け抜けました。そして当日、それぞれの発表を無事

終えました。 

 終わってみると一つのゴールだと

思っていたケアスタディは、各々に

とって通過点だと気づきました。私

たちはこの春から社会へと出ていき

ます。衝突を経験しながら自分の考

えをまとめ発表した経験を糧にして、

社会で活躍していきたいと強く感じ

ています。 
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「卒業研究発表会を終えて」           

子ども心理学科 ３年 成田 裕 

 私のグループでは、放課後等デイサービスについて研究・発表しました。

今回の研究で施設の概要や利用申請の手順といった基本的な事を学び直す

良い機会となりました。また、指導員の方々のこども達への思い・放課後

等デイサービスに対する考えなどが分かり、実習だけでは気付けなかった

部分にも意識を向け学べて大変勉強になりました。これからは仕事として

放課後等デイサービスに関わっていくため、今回の研究で見聞を広めるこ

とが出来て良かったです。 

 また、発表会に参加させていただき、様々な学科の学習・活動について

学びました。どの発表者も、自分が学び感じたことや考えたことを分かり

やすく発表していました。グループによっては実習先での事例やアンケー

ト結果、現場での実践などについても説明があ

ったため、専門分野以外の活動も非常に詳

しく知ることが出来ました。 

今回の発表会から学んだ知識を、しっか

りと現場で活用していけるようにさらに学

びを深め、努力していきたいです。 

 

「内定先事前研修報告会を終えて」                     

医療情報秘書科 ２年 髙橋 茉佑 

私は、富士宮市にある“ごとう眼科”にて内定をいただき、昨年１０月から事

前研修をさせていただいています。今回の報告会では、研修での１日の流れ

や仕事内容をまとめ発表しました。パワーポイントでまとめていくことで、自分

が気を付けなければならないことや普段の行動から注意されていることなど、

もう一度考え直すことができ、４月の入職に向け目標を再確認することができ

た良い機会となりました。 

また、自分以外の報告を聞くことにより、同じ診療所、診療科でもそれぞれ

仕事内容や病院の特徴に違いがあり、その中から私も取り入れたい注意点や

改善点など見つけることができました。共感することもいくつかあり、同じ医療

事務員として意識すること、注意することなど、皆で直したり意識していくことが

必要だと思いました。そして、皆に共通

していた医療事務員として“笑顔を大切

にする”ということを今後、研修の中で常

に意識していきたいと考えます。私も

“あなたが受付にいてくれると助かる”

“あなたがいないと困る”と思ってもらえ

るような医療事務員を目指し、春から一

生懸命頑張りたいと思います。 

文化祭記念講演  
「印象力アップの磨き方 ～少しの気づきであなたは変わる～」 

教頭・教育部長 有賀 浩 

 「我道祭」最終日の 2月 24日（日）、

からだビューティ研究所の代表で、ファ

スティング＆ウォーキングインストラク

ター、睡眠健康指導士・食生活アドバイ

ザーとして活躍されている、中村利恵様

をお招きして、文化祭記念講座を開催

しました。 

 中村様は名門である日立バレーボール

部で全日本ジュニア代表・全日本代表な

どを経験され、引退後はファッション界

のトップモデルとして 17 年間活躍されました。ご自身が大きな病を経験

されたことから、如何に健康で美しさを維持するかを研究されており、具

体例を交えながら講演頂きました。 

 「印象をいかにアップして、自身の魅力を相手に伝えるか」。その内容は、

社会人になってからも、在学中の就職活動や施設・病院・企業での研修に

おいても、大いに役立てられるものです。学生だけでなく教職員も受講さ

せて頂き、健康と美への意識を改革された思いです。 

 斯様な記念講演が無事行えましたことを、理事長・校長先生に厚く御礼

申し上げます。また、会場準備に奔走してくれた学生会の皆さん、本当に

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人静岡県職業教育振興会 

平成30年度静岡県私立専修学校各種学校大会 
「研究論文」 第２位受賞 

『私の職業観：「当事者性」を活かした支援』 

総合福祉学科３年 齋藤 大地 

私には中学生の時から障害者支援に携わりたいという夢があり、現在、

専門的な知識・技術を学ぶために日々勉学に励んでいる。私には生まれな

がらにして視覚に障害があり、中学・高校は視覚特別支援学校に通ってい

た。その中で、知的障害と視覚障害の重複障害を患う先輩や、同級生と関

わった。正直なところ、初めは抵抗感を抱いた。「なぜこのような人たちと

一緒に生活しているのか」と考え、憂鬱な日々を送っていた。しかし、関

わりが深まるにつれ、彼らとの日々が充実し楽しいものとなり、さらには

自分より大きなハンデを抱えていながらも何事にも一所懸命に取り組んで

いる姿を見て、自分自身のちっぽけさを思い知らされた。そこで私は、障

害を抱えながらも一所懸命に生きている人たちの手助けができる仕事に就

きたいと思い、本学に入学を決意した。 

 専門学校での学びを通して、私は高校時代まではなかった視点や考え方

を大きく2つ習得した。 

 １つ目として、「個別的な支援における環境の重要性」である。私は今ま

で、すべての人は平等で同じようにあるべきというノーマライゼーション

の観点を重んじ、その考え方に疑問を抱くことはなかった。しかし、障害

により、健常者と同じように当たり前のことが当たり前にできないという

状況で困っている方が大勢いる現実を知り、それは果たして本当に平等か、

と考えた。本当に支援を必要としている方にとって、個別支援が重要とな

る。障害により阻害を受けている部分を補い、誰もが安心して暮らしてい

ける環境を整えることで、初めて障害を持っていても実質的に平等な生活

を送ることができるのではないか。私自身も、専門学校入学時は、自分か

ら発信していかなければ配慮されることもなく、クラスメイトと平等であ

ると言えば聞こえは良いが、様々な点で平等とは言えない状況だった。現

在、私は配慮してもらいたい場面を声に出してお願いすることで周りの理

解を得るに至り、障害に対する配慮が浸透したことで、不便に感じること

が激減した。しかし、これは私が自分から生活に支障のある部分を発信で

きるからこそ成立しているものであって、知的障害を患う方などは、自ら

配慮してもらいたい点を発信できるとは限らない。私が志すのは、誰もが

生活しやすい環境であるのはもちろんのこと、私のような障害当事者とし

ての経験を互いに有効な手段として活用し、それぞれが高め合う社会であ

る。こうした理想的な社会を構築していきたい。 
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 そしてもう１つ、障害当事者として考えさせられ、注目しているニュー

スがある。それは、障害者雇用の水増し問題である。障害者として該当し

ない職員を障害者として扱い、雇用していたことで、障害者の法定雇用率

を無理やり満たしていたということが批判を浴びている。この件について、

私は障害者の権利が健常者の損益によって影響を受け、都合よく使われて

しまっている現実を、障害を持つものとして人権侵害と捉えざるを得ない。

そういったニュースに接すると悲しさと悔しさ、苦しさで胸がいっぱいに

なる。 

私自身も就職先が決まっており、障害者雇用として採用の内定を受けて

いる。この件に対して私が改善すべきと思うのは、障害者雇用促進法の改

正の後、合理的配慮を徹底すること、ノーマライゼーションが誰にも適応

とされる社会を目指していくことである。現在、障害者を雇用していない

企業には納付金が課せられ、障害者を雇っている場合は逆に国から調整金

等が支給されている。この制度がつくられた意味を根本から見直し、ペナ

ルティ規則等をなくすことで、企業側の負担がなくなり、障害者を雇用す

るという点でノーマライゼーションが浸透した社会が訪れるのではないか

と考える。障害者が一般企業で働くことを促進するための制度に対し、一

応の評価はできるが、まだまだ改善していく余地の高い分野であると感じ

る。私がまもなく就くのは、障害者の就労支援の支援員である。私は、障

害を持つ当事者としての視点で、障害者を雇用する側という立場として寄

り添い、合理的配慮を図ることのできる、誰に対しても公平で暮らしやす

い社会を、支援者として目指していきたい。 

 私が疑問に抱いたことは、専門学校での勉学を通しての知識があったか

らこそのことである。現状の日本は障害者の理解が進んだとはいえ、障害

当事者の理解はまだ弱いように思われる。 

 これから社会に出て障害者支援を志す者として、障害当事者としての観

点や視野を最大限に活かし、障害を持つ人々が暮らしやすい生活、当たり

前の社会となるよう、橋渡し役となれるような人材を目指し、日々研鑽を

重ねていきたい。 
 
 

 
 
 
 
 
 

◇研究論文 佳作受賞 
『私はこうして職業人になった』 

ゲーム応用学科２年 中上 睦月 
 今春から、東京のゲームコンテンツ制作会社で働く。私は、「大学」を３
年（つまり、中途退学）、そして、「専門学校」を選択し、２年間を過ごし
てきた。その２年間を私は、「職業人として自立するためのプラットフォー
ム」として活用した。以下で、私の専門学校生活を振り返ると同時に、「専
門学校が独自に持つ教育機能」について考えてみたい。 
 専門学校で学んだことは、大きく３つある。「プログラマに必要な技術」
「グループ制作の方法」、そして「職業人としての基盤」だ。 
 一つ目については、「プログラミング」及びそれを用いた「ゲーム開発環
境の使い方」を習得した。プログラミングは、C 言語を用いて最も基礎的
な部分から学んだ。簡易なプログラムでも自力でプログラミングできると
達成感が得られ、楽しみながら学習できた。これと並行し、ゲーム開発環
境「Unity」を使ってC#と「ゲーム制作方法」を学んだ。C#はC言語より
機能が多く、クラスなどの新しい概念が出てくるため、理解するのに苦労
した。しかし、プログラムの実行結果が３Dで表示されるため、視覚的に
わかりやすく、より積極的に学習できた。その後は、他人にも理解しやす
く、修正しやすいプログラムを製作するために、プログラム設計の学習を
行った。今までの「とりあえず動くもの」を作ることとは違った面白さが
あり、新鮮だった。 
 二つ目だが、以上で述べた技術を使って、「グループ制作」に取り組んだ。
グループ制作からは、独学では学べない多くのことを得ることができた。
１年次の制作では、ほぼ私一人でプログラミングを行ってしまったため、
他のメンバーとの理解度に差が出てしまった。この反省から、「個人として
の成長」とは別に「グループでの成長」の重要性を痛感した。このため、
次の製作では役割分担をしてから行った。ところが今度は、お互いの進捗
報告をしっかり行うことができず、スケジュール管理が上手くいかなかっ
た。「自分の進捗」だけでなく「他の人の進捗」や「プロジェクト全体の状
況」をメンバー全員が把握することが重要だと分かった。 
そこで、２年次は、お互いの進捗状況の共有を徹底した。その結果、タ

スクの遅れなどにも早めに対処することができ、目標としていたクオリテ
ィの作品を完成することができた。また、１年次よりもメンバー各々が「主
体性」を持って取り組むことができた。 
さらに、制作で終わりにするのではなく、「世界に向けて公開」したり、

「コンテストに応募」したりすることで、「他者の評価」を受けることにも
チャレンジした。結果、東京のコンテストで「企業賞」受賞に至り、その
後のモチベーションに繋がった。 
最後の「職業人としての基盤」について述べる。私は「イベント」や「イ

ンターンシップ」など、学外の学びの場に積極的に挑戦した。参加したイ
ベントの例として「クリエイタートライアウト」を挙げる。これは、初対
面の他校の学生と一緒に、ゲームのグループ制作を 1 週間で行うものだ。
「得意分野」、更に「国籍」の違いがあり、学内で実践してきたグループ制
作の知識・技術だけでは悪戦苦闘の連続だった。プロジェクトを円滑に進

めるため、より深い「コミュニケーション」を試行錯誤し、課題解決を協
働で行っていった。 
インターンシップでは、「小中学生向けプログラミング教室」の講師を行

った。技術面では何とかなったが、子供やその保護者、また企業の方など
「立場」の違う人に対して、その人にあった言葉の選択や話し方に戸惑っ
た。子供に対しては専門用語を使わないように、また、楽しんでもらえる
ような工夫を行った。保護者には、こどもの成長に前向きに付き合っても
らうよう、また、保護者自身も楽しめるようアプローチを行った。これら
の結果、企業の方から高く評価してもらえた。 
これら、「学内で学んだことを実社会に近い場でアウトプットする」こと

で学びをより深めると同時に、職業人として持つべき姿勢を少しずつ熟成
させていくことができた。 
以上のように、私は大学3年間とは異なる学びを専門学校で得ることが

でき、希望の会社への就職に繋がった。専門学校が持つ教育機能が、上手
く私にマッチしたのではないだろうか。専門学校は実践的職業教育機関で
ある。それは「就職にすぐ役立つ専門的知識・技術の取得」を超え、「長い
職業生活を自律的に歩んでいくための基
盤」をも身に付ける場として、私たちを
成長させてくれる。「実社会とより直接、
かつ、リアルに対面できる場」「仲間と切
磋琢磨する場」という特質を活かした学
びの豊かさを、より明示的に社会にアピ
ールすべきではないかと、私は考える。 
今後も、職業人として学びを続け、新

たなエンターテインメントを生み出して
いきたい。 
 
 

 

～佳作受賞者～ 

🌼静岡福祉医療専門学校 介護福祉学科 ２年 石間 恵介 

「コミュニケーションを築く」 

🌼静岡福祉医療専門学校 子ども心理学科 ３年 白鳥 恵梨 

「子どもの目に映る理想の教師・保育士」 
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