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≪参加して下さった卒業生≫ 

・白川 翔太さん 

（清水みらい保育園：保育士） 

・小笠原 航夢さん 

（やよい幼稚園：保育教諭） 
・山本 璃奈さん  

（駿遠学園：施設保育士） 
                        

●就職活動について 

 白川さん ：家から近く、先輩からとても雰囲気の良い園だと教えてもらっ

た。自主実習で実際に保育に参加し、園長や保育者の雰囲気が

良かったため。 

 小笠原さん：特技の「ピアノを活かす」ため、幼稚園への就職を希望。 

       自主実習に３回程行き、先生方の雰囲気が良く、園や子どもの

雰囲気も温かな感じで良かったため。 

 山本さん ：２年生の施設実習で、障害児施設へ行き「障害へ興味」を持っ

た。就職フェアに参加した際に駿遠学園を知り、施設見学を経

て採用試験を受けることを決めた。 

●仕事のやりがいについて 
 白川さん ：全て。現在０歳児の担任を行っており、子どもの成長を感じる。

例えば初めて１歩が出た時や何かができるようになった場面

に出会えた時。 

 小笠原さん：入園当初、親から離れられず泣いていた子が笑顔で登園するよ

うになり、「幼稚園が楽しい」と話していると聞いた時。卒園

児を送り出す時の感動。そのような日々にやりがいを感じる。 

 山本さん ：自分自身が担当の子のことを考えているとき、向き合っている

とき、通じたなと感じたときに、「保育士をしているな」とや

りがいを感じる。 

●実習へ行く際の心構えについて 
 白川さん ：「１日１つの目標」をもって臨むこと。園側も、実習生にどれ

だけ吸収し、学校へ戻ってもらうかを考え配慮している。必

ず朝、実習を行うクラスの保育士に目標を伝えることが大切。 

小笠原さん：毎日出勤し、毎日日誌を出すことが大前提。実習は受ける側も

沢山のリスクがある中、日程を調整し実習生を迎え、少しでも

実りのある実習になるよう計画を立てている。 

そこを自覚し休まず行くことが大切。 

山本さん ：実習が苦手で新しいことにチャレンジが苦手だったけれど今は 

「もっと挑戦しておけばよかった、失敗しておけばよかった」

と思う。実習での挑戦や失敗は経験に繋がるので、「チャレンジ

精神」をもって実習に臨んでほしい。 

 

 
 

 
 

子ども心理学科 １年 油井 弥波 
 今回「卒業生を囲む会」で実際に保育園、福祉施設、幼稚園(こども園)

で働いている先輩方からたくさんのお話を聞かせていただきました。 

 保育士・保育教諭として働いている男性の先輩方からは、「保育士は女性

中心の世界だけど、その分男性保育士にしかできないことがある」という

ことや「男性でもピアノが得意」などといった保育士＝女性の世界という

考えを持たずに取り組んでいると聞きました。男性だからこそできる保育

士もあるという考え方は重要だと感じ、人とは違う強みを持ち、個性を発

揮しながら働くことができたら魅力的だと思いました。 

 また、障害児支援施設で働いている先輩も、障害を持っている子ども達

が今の社会でも対応していけるように、「毎日の積み重ねを大切にしていく

ことは重要」だとおっしゃっていました。“障害児だから”という否定的な

考えを持たず、先を考えて焦らずに

“この子には何ができるだろう”と

考えることが大切だと感じました。 

 先輩方からの現場での経験を踏ま

えた貴重なお話や教えていただいた

ことをこれからの授業や実習に活か

せるように努力していきたいです。 

 

子ども心理学科 ２年 渡部 真 

 卒業生を囲む会では、保育所・幼稚園・障害児施設で現在勤務している

卒業生のお話を聞かせていただきました。学生時代の話や就職するまでに 

やっておけばよかったと感じること、社会人になってからの苦悩ややりが

い、嬉しかったことなどを聞かせていただきました。実際に働かないと分

からないことや、実習生を受け入れる側の思いなどを聞くことができまし

た。 

 アクティブラーニングでは、グループに分かれて『自分の進路を考えた

際の課題と解決のためのプランとは？』のテーマで、みんなで意見交換を

行いました。学生の視点から出た意見と、卒業生の視点から出た意見とで

は大分違いがありました。「このような見方があるのだ」と感じました。私

の考えられなかったような意見が多く出て、もっと視野を広げて考えなく

てはいけないと感じました。初めてアクティブラーニングを行い、いい刺

激をうけることができました。 

 卒業生の方々がお話ししてくださったこと、アクティブラーニングでの

学びを、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。 

なぜ、彼女は的確な面接応答ができるのか 
～「直接経験×間接経験」というフレームで考える ～ 

進路室長 橋野 幸男   

 先月の子ども心理学科「面接指導」で、ある女子学生が、面接官から応

答が的確だとの評価を得ていました。「結論」を「なぜ？」という「理由」

がきちんと支える構成になっており、また、「自信」を伴った落ち着いた話

し方で、聞き手が納得と共感〔Logic ＆ Emotion〕がしやすいものでした。 

〔 → 注・1〕 

 ここでは、彼女がどうしてあのような応答ができたのかを、「直接経験

と間接経験」という観点から考察してみたいと思います。かつて、「経験

学習」について松尾 睦さん〔経営組織論、北海道大学教授〕の書籍で独

習したことがあります。その同氏のブログに、以下のエッセイがあります。 

―  ある銀行の人事の方から、「間接経験よりも直接経験の方が学習効果

は高いんですか？」という質問を頂いた。まず、「一般的には、そう言

われています」とお答えした。これまでの調査研究においても、成人

の能力開発の7割は直接経験によって決まることが報告されている。  

     ちなみに、直接経験とは「自分が特定の課題に直接的に関わった経験」

であり、いわゆる「実体験」と言われるもの。間接経験とは「書籍・

映像・会話から他者の経験についての情報を間接的に得る場合」に使

われる。 

   

 ここで注意しなければならないのは、「直接経験が常に有効とは限ら

ない」ということ。直接経験から人が学ぶには、次の条件が必要である。 

  「 ① 課題が挑戦的であること、② 結果についてフィード・バックがあ

ること、③ それに基づいて内省していること、④ そこから教訓を得ている

こと 」 

     こうした条件が揃っていないと、人は単に経験しているだけで、そこ

から何も学ばない可能性がある。また、人が直接的に学べることには

限界がある。    

   だから、日ごろから、文字・映像・会話を通して、自分を取り囲む

マクロな環境の情報を得たり、歴史や哲学を学んだり、他者からいろ

いろな体験談を聞き、豊かな知識を蓄積しておく必要がある。 

   直接自分が経験したことを振り返るときや、これから経験しようとい

うとき、また、何かを経験している最中に、そうした知識を活用する

ことで、直接経験がリッチなものになるだろう。 

    つまり、濃密な（直接）経験学習をするためには、日ごろの間接経

験による学習が必要になると言える。間接経験と直接経験をうまくつ

なげることで、学習効果を高めることができる、と思う。― 

…       …       … 

 

令和元年度 子ども心理学科「卒業生を囲む会」 実施報告 ７月４日開催 
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 先の学生は、当然に、実習の「振り返り（内省）」に真摯に取り組んだ

でしょう。加えて、「卒業生を囲む会」での先輩たちの声や読書などから

得た他者の経験という蓄積が、その振り返り自身を豊かなものにし、更に

は、「自分が内省した結果は、間違っていないんだ。次は、△△ にチャレ

ンジしよう」という確信の裏付けになっているのではないでしょうか〔→ 

注・2 〕。「間接経験と直接経験をつなげる」ことが、彼女の日ごろからの

思考・行動習慣になっており、それが面接応答の場で発揮されたのだと思

います。  

 また、ここに、「施設実習」・「ボランティア活動」や「産学連携活動」・「イ

ンターンシップ」等での種々の取り組みなどの直接経験、「卒業生を囲む会」

や「『実習振り返り』の学科内共有」などという間接経験、その双方が豊

富な本学・専門学校教育の特長が生きているのではないでしょうか。  

 皆さんも同じ本学という「成長のプラットフォーム」で学生生活を過ご

しています。面接で語る内容、その構成〔ストーリー〕をもう一度、工夫

してみましょう。   

      …       …       … 
 〔注・1〕   授業で、「『ロジカル・コミュニケーション』とは、頭の中の『ピラミッ

ド構造』〔頂点に「結論」、底辺にそれを支える「根拠」が並ぶ、という構成〕を相手

の中に埋め込むこと」という説明を紹介したことがあります。 

 〔注・2〕  本紙 7月号・第 2面、TW・CW「『卒業生を囲む会』実施報告」の中に、

CW 1 年生のこんなコメントがあります： 「 今回、卒業生の貴重なお話を直接聞く

ことで、～。その中で、特に目から鱗だったのは、「挨拶」「返事」「清掃」の三つが重

要である、と聞くことができたことでした。～ 本学に入学し、私は挨拶の励行に対

し、特に力を入れて取り組んでいますが、『間違っていない』と背中を押してもらった

ようで、更には自分から率先して挨拶をする、という新たな目標も見えてきました。」 

 

子ども心理学科 「面接指導」を終えて 
子ども心理学科 ３年 松本 里穂 

先日、３年子ども心理学科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、今年は私たちが面接指導を受ける側となり、

１年の早さを感じました。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、「私は○○がで

きます。」と言うのではなく、「なので、貴園で活かしていきたいです。」な

ど、その先まで話をすると良いと教えていただきました。 

また、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」だということもご指導いただ

きました。 

 採用面接に向け、自分が何を伝えたいのか、自分の

売りは何かを明確にしていきたいと思います。仕

事を通して自己実現を図り、自分の成長に繋げて

いくために、「保育観」を持ち面接に臨みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ＡＯ入学選考エントリー＆ 
夏のＳＰオープンキャンパスに向けて！！ 

企画広報室 松本郁世 
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、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に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！ 
８月のオープンキャンパスでは、スペシャルイベントを開催予定です！

福祉医療では、いろいろな施設職員の方から職場、職種について直接質問

できる会、電子情報では、「初音ミク」の開発を手掛けた方よりエンタメ

業界で、制作についてのお話しを聞く事ができる会があります！在校生の

皆さんも楽しめる内容ですので、興味のある方は、友達や家族を誘ってぜ

ひ参加してください！ 
 

★8/24（土）13:15～16:00 
 【講師：熊谷友介氏(ｸﾘﾌﾟﾄﾝ・ﾌｭｰﾁｬｰﾒﾃﾞｨｱ㈱)】 
初音ミク誕生秘話からエンタメ業界で活躍する為 
のスキルまでお話しいただきます！ 
音楽・映像・ゲームエンタメ好きのみんな 
集まれ！！ 

学校や入学選考の情

報収集をして進路を

固めよう！ 

 

🍧 夏休みスペシャルオープンキャンパス 🍧 
【入学選考：AOｴﾝﾄﾘｰ、小論文・面接対策、出願指導、個別相談】も同時開催 

・8月 ３日(土) 13：15～16：00  

 「卒業生が業界、仕事の魅力を語る！」 

・8月24日(土) 13：15～16：00  

「現場で使えるスキルをプロと一緒に体験！」 

・９月 ７日（土）１３：１５～１５：１５ 

・９月１２日（木）１７：００～１８：３０ 

・９月２６日（木）１７：００～１８：３０ 

８月 
 １日（木）3TW 第５期実習（～８/２４） 

 ３日（土）SPオープンキャンパス 13：15～ 

 ９日（金）AM登校日（大掃除） 

１１日（日）山の日 

１２日（月）振替休日 

１３日（火）夏季休校（～８/１３）🌼保育園：開園（～８/１７） 

２４日（土）SPオープンキャンパス 13：15～ 

２６日（月）ORT講義再開 

２９日（木）J・B検ＣＢＴ 

 

 

９月 
 ２日（月）登校日am：防災訓練、大掃除 

          pm：前期講義再開、前期試験 ～４日(水) 

 ５日（木）１TW・CW第１期実習 ～９/１４ 

      追再試補講期間（E、CP）～９/１３ 

 ７日（土）留学生オープンキャンパス 13:15～ 

１２日（木）学校学科・入学選考説明会 17:00～ 

１６日（月）敬老の日 

１７日（火）CP後期講義開始 

      TW・CW追再試補講期間 ～９/２０ 

１９日（木）J・B検CBT 

２０日（金）３CP実習科内発表会 

２３日（月）秋分の日 

２４日（火）後期講義開始（E、TW、CW） 

      2CP保育実習Ⅰ（施設）～１０/１１ 

２６日（木）オープンキャンパス/学校学科・説明会17:00～ 

２８日（土）社会人常識マナー検定② 

 


