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祝 5月1日 皇位継承 新元号「令和（れいわ）」元年  

この「令和」には、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」

という意味が込められている。(令和は645年「大化」から248元号目。) 

「初春の令月にして(しょしゅんのれいげつにして) 気淑く風和ぎ(きよくかぜやわらぎ） 

梅は鏡前の粉を披き（うめはきょうぜんのこをひらき） 蘭は珮後の香を薫す(らんは

はいごのこうをかおらす) 」との万葉集の文言から引用した。 

 万葉集：1,200 年余り前に編纂された日本最古の歌集で、天皇や皇族、

貴族だけでなく、防人(さきもり)や農民まで、幅広い階層の人々が詠んだ歌が

収められ、我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書である。(こ

れまでの元号は中国の古典から引用されたものが多い。) 

 「元号」は皇室の長い伝統と、国家の安泰と国民の幸福への深い願いと

ともに、1,400 年近くにわたる我が国の歴史を紡いできた。日本人の心情

に溶け込み、日本国民の精神的な一体感を支えるものともなっている。こ

の新しい元号も、広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根ざ

していくことを心から願っている。 

平成31年4月1日内閣総理大臣談話より 

平成31年度新入生宿泊研修   校長 中村 徹 

平成31 年4 月9 日箱根芦ノ湖オリエンテーリング経由、2 泊3 日御殿

場「国立中央青少年交流の家」の同じ屋根の下で、同じ釜の飯を食し、中

日には大雪が降る中、寒さにも負けず、誰一人途中脱落者もなく、お陰様

で全員元気に修了できた。共に研修では「なりたい自分になる」ために、

国や年齢の境もなく同期生同志、膝を付け合わせ、同じ目標の具現化のた

めに、本学の学生としての「心構え」：「勉強と仕事を通して自己実現を図

る」と、同志としての絆を確認し、ともに歩む「心の友」ができたことと

思う。 

さて、これからの学生生活において、この研修を通して得ることのでき

た方向性、目標を「こだわり」を持って「カタチにして行く」のです。「な

りたい自分になる」ために、「自信」と「誇り」を持ち、①「明確な目的

意識」、②「挨拶励行」、③「感謝の心」、④「ポジティブな姿勢」、⑤「想

像・創造力」のある、周りから「信頼」される人材を目指せ！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年学年主任 子ども心理学科１年担任  井上 充子 

 平成３１年度の新入学生を対象に「将来の就職に向け、挨拶を基調とした本

学の学生としての心構えを身に付けると共に、一人でも多くの心の友(親友)が

できる関係づくり」を目的とし、御殿場国立中央青少年の家での２泊３日の宿

泊研修を実施しました。将来の就職に向け、社会が求める人材になるために、

自らの夢に向け自己実現を図っていくため、これからの学校生活をより意義の

あるものとする重要なスタートの研修となりました。 中日には雪景色となり、

慣れない雪に苦戦しながらも体調を崩すことなく全員が揃って全行程を終え

る事が出来ました。専門学校は実践を中心とした学びを進めます。「なりたい

自分になる」ために、自己のキャリアデザインのイメージを確認し自らが学ぶ

姿勢を身に付けます。今回の宿泊研修では、グループワークを中心に「自分自

身の目標を再確認し、自らに付加価値を付け具現化を図るための努力をする」

学びについて学生同士で意見を出し、活発に話し合いを進めました。 

また、感謝の気持ちを忘れず人を思いやる心を持ち、相手の立場になり自ら

進んで行動することの大切さにも気付く事が出来ました。入学して間もない戸

惑い交じりのこの時期でしたが、たくさんコミュニケーションを取り、３日間

を終える頃には同じ志を持つ者同士、留学生も共に仲間となり会話も弾んでい

ました。 

 新入学生の皆さん、校長先生をはじめ、先生方から教えて頂いたことを胸に

刻み、自分の目標(夢)に向かって全力で取り組み、充実した学生生活を送りま

しょう。 

 

総合福祉学科 安藤 華菜 

私はこの２泊３日の研修でやるべきことが明確になりました。研修所の「挨

拶」「時間」「おもいやり」の３つのキーワードは、社会に出てから頼られる人

になるためにとても重要なことだと気づかされました。さらに礼儀作法を教わ

ったことで相手を敬う気持ちを思い出すことができました。今後の生活ではこ

れらのことを忘れず、就職後、職場で頼られる人になれるように日常生活から

取り組んでいこうと思います。 

 また、学校の校訓にもある「How to人間」ではなく「Why人間」を社会が求

めていることを学びました。業界が求めるニーズに応えられる人間になるため

に、授業は勿論、日常生活の中でもいろいろなことに興味を持ち、「なぜ？」「ど

うして？」と考えられることを心がけていきたいとと思います。 

 私のなりたい自分は「人に寄り添える人になること」です。そのために実習、

ボランティア活動を通して多くの人と関わり、実際の現場を経験する必要があ

ると考えました。そうしていくうえで、自分にしかできない「強み」を見つけ、

自分に自信をつけていきたいと決意できた宿泊研修になりました。 

 

介護福祉学科 近藤 沙紀 

 私は今回の研修を通し「信頼される介護福祉士になる」という目標に向け、

２年間の学びを充実したものにしたい、という新たな決意が生まれました。宿

泊研修で特に大事だと実感したことは、挨拶・礼儀・思いやりの心を忘れない、

ということです。私は今まで自分から挨拶する習慣が薄く、相手の立場に立っ

た物の考え方、礼儀に関しても無知で、気にしていませんでした。しかし、こ

の研修で過ごした時間やグループワークにより、お互いに役割分担を共有する

ことで、感謝の気持ちや、任せられる喜び、友を信頼し託す重要性に気付くこ

とができました。 

 物事を任される、ということは誰でも良い訳ではなく、様々な要素(日々の

挨拶、思いやりの積み重ね等)が信頼関係となって、その後の展開に大変重要

だと実感出来ました。初めは漠然と「信頼される介護福祉士になる」というだ

けでしたが、信頼されるためには自分がどのように行動し、相手の立場に立っ

た(沿った)行動を心がけることができるか、これからの仲間との２年間の学び

を有意義なものとし、充実した学生生活を謳歌していきたいです。 

 

子ども心理学科 瀧戸 佑香 

 私は今回の宿泊研修で、保育士になるために何が大切なのかを仲間と一緒に

考え、学びました。その中で２つのことを特に大切にしていきたいと思います。

1 つは礼儀です。挨拶は相手に聞こえるように大きな声で元気良くし、誰に対

しても言葉遣いに気をつけたくさん会話をしていきたいです。お辞儀ひとつで

も相手の人に自分の気持ちが伝わるように、意識して生活していきたいと思い

ます。２つ目は積極性です。たくさんの人とコミュニケーションを取るといろ

いろな意見が聞けて自然と笑顔になれるし、自分の思ったことを行動に移した

ら周りの人も気づいて、自分の意見も話しやすくなると思うので、これからも

積極的に行動し、たくさんのことを吸収して行きたいと思います。この三日間

で仲間の大切さを改めて確認し合うことができました。これからクラスメート

と同じ夢に向かい共に学び、ボランティアや実習で経験を積んで、一歩ずつ保

育士に近づいていけるように普段から努力していきます。 
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ITゲーム＆ロボットシステム学科 小山 佑太 

なりたい自分になるためにはどのようなことが大切かというテーマから私

たち班では「自由な発想を持つことのできる人材」という主な題を設定した。

そこから必要なことを大きく分けて３つの点に絞ってまとめていった。 

それは①考え方、②知識、③人間性だ。私たち班員の就きたい職はそれぞれ

違うが、私自身はクリエイターを目指して頑張っていきたい。①の考え方につ

いては、想像を形にするといった積極的な案が、②の知識についてはパソコン

技術、職業ごとの知識を身に着けるといった案が、③の人間性については相手

を思いやる気持ち、相手に自分の意志を伝えるとする案がでた。 

1つの作品を作るのにも、いろんな役割の仕事を持った人が多く関わって作

られており、それぞれ広く分厚いコミュニケーションネットワークを持ってい

ることがまず大事だと思った。そこで他の科の人達とも普段から交流を深めて

いけるよう心掛けたい。最後に自身の「なりたい自分」になるためにこの２年

間で出来ることを出来る限りやっていきたい。 
 

音響＆映像メディアクリエイト学科 鈴木 一世 

三日間の宿泊研修を通して、一番印象的だったことは最終日の発表です。留

学生の言葉のハンディを持ちながらの発表に脱帽しました。 

また、国や環境の違い、福祉とクリエイティブ、それぞれ異なる分野での交

流を体験することにより、幅広い視野を持つことの重要性を学びました。固定

観念に縛られる事無く、自由な発想を持って進んでいきたいと思います。今、

自分に必要なことは、明確化、具現化することですが、焦らずにじっくり考え、

まずは自分にしか出せないアイデンティティを大切にしていきたいです。 

「意識」とは自分のなりたい理想の将来をイメージすることだと思います。

常に心の片隅に置くことによって、挫折した時や、迷った時に理想の自分に近

付く為の目標が湧いてくるので大切だと感じました。そして、自分の思った通

り、自分で考え、行動することが大切であると共に、思いやりや、挨拶、礼儀

の基本を忘れることなく学校生活を送っていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「啐啄同時（そったくどうじ）」で 成長を 

進路室長 橋野 幸男 

 「日本経済新聞」の連載「一歩踏み出すあなたに」の6回目（4月10日）

は、ロンドン・ビジネススクール教授 リンダ・グラットン氏のインタビ

ュー記事でした（同氏は、安倍政権の「人生100年時代構想会議」の有識

者メンバー）。タイトルは『人生どの段階でも学び。いま20代なら…好奇

心・共感・社会性、人間特有の能力伸ばす』。その一部を紹介します。 

 ― まず、私たちは信じられないほど技術革新のスピードが速い時代を生

きているということを知っておきたい。これは2つのことを示唆する。

1 つは医療技術の進展などで寿命が延びるということ。今の 20 代は

90 歳、100 歳、あるいはそれ以上人生を過ごす。その結果、70 代や

80 代になっても自分のスタイルで働いているのが普通という時代に

なるだろう。 

   2つ目は人工知能（AI）やロボット技術の急速な進展により、私たち

が駆使したり、習得したりすべきツールや技術が刻々と変化していく

という点だ。人生のどの段階でも学習を続ける姿勢が重要で、常に自

分のスキルを磨き続ける習慣を人生の前半のうちに身につけること

が必要になる。 ～ 

     もし私がいま20代なら、機械に取って代わられない人間特有の能力

を伸ばすことを考える。それは好奇心や共感、さらには社会性のスキ

ルだ。日本のことや世界のことをもっと知りたいという強い興味と、

同時に他の人やグループに共感し、それを創造活動に生かすことは機

械では置き換えにくい重要な能力だ。これに加えて、自らが所属する

地域や組織を支えるために自分がどのような役割を担えるのか。それ

を 20 代の頃から考え続けることが重要で、それには社会性のスキル

が不可欠になる。～ ― 

皆さんは「就職」という目的の実現に向け、「自らすすんで学ぶ」（学修）

という学生生活を過ごしています。この学生生活が、「人生100年時代の、

キャリア自律」の出発点になります。産業・社会構造の「変化を的確に捉

えて、自らキャリア形成を進める力」（ → キャリア自律）が重要だとい

う展望を持って、日々の学生生活（学業、課外活動、学外活動）を充実し

たものとし、いろいろなチャレンジ（Developmental Challenge）の中で、

将来を「生き抜く力」を身に付けていってください。 

     ‥         ‥         ‥ 

 ここで、学生時代に恩師から教わった「啐啄同時」という言葉を紹介し

ます。これは、中国・宗代の典籍『碧巌録（へきがんろく）』にあるもの。

鶏の雛が卵の外へ出ようと殻を内側からつつくことを「啐」、それに応じて

親鳥が殻を外側からつつくことを「啄」と言い、両者が一致し同時であっ

てこそ、雛は誕生することができる ― 。これになぞらえ、仏教の修行に

おいて「師弟の呼吸がぴったりと合って、悟りの境地へ導く」ことを言い

ます。 

佛教大学の竹内明教授（教育学）は、次のようなコメントを加えていま

す。 

― 一般的に言って教育は、内的な自覚に基づき主体的・自発的に自ら

内から向上しようとすることを、他から外から支援し促進して積極

的・計画的に成長させる営みであるが、この語はまさにその教育の秘

奥ともいうべき根本的な機微を言い得て妙である。― 

 まずは 学生の活発な「啐」があり、これに本学の教育資源という「啄」

が応じて、皆さんが次代の産業・地域社会を支える「人財」に向かって成

長していく ― 。 

そういう学生生活を送ってください。 

 

 

事務長 鶴田 真樹 

皆様、はじめまして。2 月1 日より勤務しております。鶴田真樹と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

ＩＴﾍﾞﾝﾀﾞｰなどで総務職として長く従事して参りました。また自営業をし

た経験もございます。社会人になり、知識や学びの大切さを知り、働きな

がら夜間大学と大学院を卒業しました。 

また小中学生で、少林寺拳法を続けた経験から、挨拶や礼儀の大切さを

知りました。いろんな経験をしてきましたが、人生無駄なことはないと思

います。本学園で学んだことは必ずや将来の糧となり、なりたい自分への

道しるべとなります。どうぞ何事もチャレンジして夢を叶えていってくだ

さい。学生の皆様の勉学が快適に出来るように支援していきたいです。 

応援しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新任職員の紹介 

５月の行事 

 ７日(火) 健康診断 

 ８日(水) 春季スポーツ大会予備日 

１１日(木) 後援会総会 

１４日(火) 3CP教育実習事前研修 ～5/16 

１５日(水) オープンキャンパス17:00～ 

１６日(木) Ｅ面接指導 

１８日(土) 「静岡県視能訓練士の会」講演会15:30～ 

２０日(月) 2CP保育実習Ⅰ（保育所）～6/1 

２５日(土) 留学生オープンキャンパス13:15～ 

２７日(月) 創立記念日 

３０日(木) 福祉：卒業生を囲む会  Ｊ・Ｂ検ＣＢＴ 

 



企画広報室より 
企画広報室 松本 郁世 

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。また、就職活動中の学生

の皆さん、就職活動の進捗状況はいかがですか？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、何に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や皆さんの

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。気軽に２号館１階の企画広報室

に遊びに来てください。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。恩師に伝えたいことなど、話題は何でも構いませんので、

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。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。これからも

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のご案内 

テーマ：各分野の仕事の楽しさ・魅力を知ろう♪ 
 

◇ミニ体験、学校・学科説明会、なんでも相談会 
 ・５月１５日（水） １７：００ ～ １８：３０ 

   ・６月１３日（木） １７：００ ～ １８：３０ 
 

◇体験入学、学校・学科説明会、なんでも相談会 
 ・５月２５日（土） １３：１５ ～ １５：１５ 
 ・６月２２日（土） １３：１５ ～ １５：１５ 

 

★日程の都合がつかない方は個別対応します★ 
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