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令和元年度学生募集入学願書 

10 月 1 日受付開始！！ 
企画広報室 小林 昌人 

皆さん、こんにちは！今年度も半分が終わりました。前半を振り返ってみて、

いかがでしょうか。就職活動や資格取得など、年度初めに掲げた目標達成に近

づくことができているでしょうか。残り半年、悔いのないように継続して充実

した毎日を過ごしましょう！ 

 さて、本学ではいよいよ今月から入学選考が始まります。今年度も『AO入

学選考』『指定校推薦選考』『特待生選考』『一般選考』『自己推薦選考』『社会

人入学選考』『留学生選考』と多彩な選考方法で実施します。高校生がオープ

ンキャンパス等で来校した際には、ぜひ声をかけてあげてください。皆さんも

そうだったと思いますが、高校生は緊張して来校します。皆さんの「声かけ」

で、少しでも緊張をほぐしてあげて、入学選考でもよい結果が出せるように応

援して下さい。 

 また、今後もオープンキャンパスや説明会は継続して開催します。皆さんの

周りの後輩や家族、兄弟姉妹等、電子情報や福祉医療への道を志す方がいれば、

ぜひ本学のオープンキャンパスへの参加をお勧めください。特に最近は『社会

人の学び直し』での入学も増えています。一度就職して社会に出たけれど、新

しい道にチャレンジしたい！という方を政府とともに本学では全力で応援し

ます。本学のどの学科でも『学び直し』へのチャレンジはできます。 

また、来年度から新しい奨学金制度「ＣＡＮスカラシップ」制度が施行され

ます。学校内外での活動を通して、「企画力」「洞察力」「統合力」「問題発

見・解決力」等を身につけ、「自ら考え、問題解決」でき、社会に出てから組

織の中で、一歩前に出てリーダーシップが発揮できる人材養成を目的とする制

度です。中村学園で学ぶことで「成長」につなげ「自身」をもち、就職後にリ

ーダーとして活躍できる可能性を誰もが持っています。進路で迷っている方が

いれば、皆さんが背中を押してあげてください。皆さんの普段の授業や実習の

様子等、『生の声』をお伝えいただくことで、本学の魅力が直接伝わります。

皆さんの明るい笑顔、元気なあいさつが、何よりも中村学園を象徴する魅力の

１つです。学校生活だけでなく、これから就職活動、そして就職後にもぜひ継

続し、中村学園を学内外にアピールしてください！ 
 
 

【第１回入学選考日程および出願受付期間】 

◇入学選考日：10月19日（土） 

   特待生選考、指定校推薦選考、自己推薦選考、 

    一般選考、社会人選考、留学生選考 

◇願書受付：10月1日（土）～18日（金）15時 必着 

※第2回目以降の入学選考・オープンキャンパス開催日程はHP・募集要項 

をご覧ください。 

「成長の振り返り」で、 

「自己紹介」をバージョン・アップしよう 
進路室長 橋野 幸男 

 9月4日付「静岡新聞」の「争論」欄は、『スマホの学校持ち込み』をテーマ

に、教育評論家・尾木直樹氏と未来教育クリエイター・鈴木敏恵氏がそれぞれ

消極・積極の考えを述べる、という内容でした。 

「尾木ママ」の愛称でテレビなどに登場する尾木氏についてはご存知の方が多

いでしょうが、鈴木氏は皆さん、馴染みがないのではと思います。同氏は「シ

ンクタンク未来教育ビジョン」の代表で、一級建築士。千葉大学特命教授や放

送大学非常勤講師なども経験しています。私は一昨年8月、同団体が横浜で開

催した全国大会「AI（人工知能）時代の教育と評価 ～新時代のリテラシー『対

話』『俯瞰(ふかん)』『共有』～」に参加しました〔なお、当日の特別ゲストは、

日本アイ・ビー・エム㈱ 執行役員・ワトソン事業部長の吉崎敏文氏で、『IBM 

Watsonが広げるビジネスの可能性』という講演を行いました〕。 

 ここでは「スマホ」云々ではなく、鈴木氏が提唱する「パーソナル・ポート

フォリオ」を紹介したいと思います〔昨年度も本紙で紹介しましたが、1 年次向け

に再度、記載します〕。 

 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

挑戦課題を考える、また、就職活動準備の際には「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」、「職場体験」や「実

習」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」の画像、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〕。 

 前期に本学での学修の基盤を形成した皆さん。これからの学びと並行して、

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、

このポートフォリオを基礎資料として「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）、更に毎月、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。 

    …          …          … 

 1年・電子情報の皆さんには夏季休講前そして9月2日の登校日に、担任教

員を通じて2部のプリントを配付しました〔①「インターンシップ『エントリ

ーシート』の例 ～必須項目である“自分の強み”と“参加理由”」、②「学生

であるあなたは、今の自分をどう紹介する？」〕。その②のなかに、以下の文章

があります〔いずれも、山田ズーニー 著『半年で職場の星になる！ 働くためのコミ

ュニケーション力』からの引用〕。 

「過去、現在、未来のつながり をもって自己を語る」 

「自己表現にはとかく勇気が要るものだ。大きな勇気は出さなくていい。で

も、短い自己紹介ひとつにも、短い自己紹介ひとつ分の勇気が要る」 

福祉医療の学生は、実習で自己紹介を経験しています。電子情報の学生もこ

れから、インターンシップや産学連携など学外での取組みで、自己紹介を行う

機会が増えます。「パーソナル・ポートフォリオ」・「ジョブ・カード」で確認

した「成長の自信」と「未来の展望」を素に、相手が皆さんに関心を持つよう

な自己紹介を行ってください。また、日々の成長に伴って、自己紹介の内容も

バージョン・アップしていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１０月 

 １日（火）入学願書受付開始  

2CP保育実習Ⅰ(施設) ～10/11 

      ORT臨地実習Ⅰ ～10/31 

 ５日（土）オープンキャンパス/ 

学校学科・入学選考説明会13:15～ 

１１日（金）オープンキャンパス/ 

       学校学科・入学選考説明会17:00～ 

１４日（月）体育の日 

１６日（水）秋季スポーツ大会（このはなアリーナ） 

１８日（金）第２回漢字検定 

１９日（土）第１回入学選考  

      留学生オープンキャンパス13:15～ 

２１日（月）2TW・CW第4期実習 ～11/16 

２２日（火）即位礼正殿の儀 

３１日（木）J・B検CBT  
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≪施設実習報告≫静岡福祉医療専門学校 
～技術・技能を身に付ける～ 

ステージ音響運営の

様子です♪ 
 

 

 

 

総合福祉学科 
介護福祉学科 １年 第１期実習 令和元年9月5日～9月14日 

介護福祉学科長 三嶋 秀子 
入学して初めての介護現場実習となります。利用者様の暮らしや住まい等の日

常生活の理解や多様な介護サービスの在り方が学べるように、３日と２日に分かれ

て合計５日間、２ケ所の実習先で主には見学実習となります。 

総合福祉学科 佐藤 文美 

テーマ：「施設・事業所の役割や機能を理解しながら、介護福祉士の現場での

役割を理解すること」 

私は、第1期実習先として、グループホームと介護老人保健施設を選ばせて

頂きました。見学実習を通して多くの利用者様と関わりを持ち、職員の方に積

極的に分からないことや気になることを質問させて頂こうと思い実習に臨み

ました。 

グループホームでは全員の利用者様が認知症と診断されており、その方々が

安心して生活が営めるためには、優しく、丁寧な言葉がけが大切だと感じまし

た。 

介護老人保健施設での実習最終日には1人の利用者様から「頑張ってね、私

も家に帰るためにリハビリ頑張るからね」とおっしゃって頂き、介護老人保健

施設の特徴でもある在宅復帰を目指す施設だと痛感しました。 

初めての実習は不安や緊張がありました。しかし、職員の方々がお忙しい中、

介助や利用者様の状態などを丁寧に教えて下さったり、利用者様からの温かい

お言葉を下さったりして頂けたことで「福祉の勉強をはじめて良かった」と痛

感することができました。机上の勉強とは違い、現場で貴重な体験をさせて頂

きました。今回の実習で学んだことを活かし、第2期実習での生活支援技術の

習得が主となる実習に挑めるよう努力を続けたいです。 

 

介護福祉学科 鈴木 亜里紗 

テーマ：『介護福祉士の役割の理解』・『コミュニケーションの基盤作り』 

今回初めてとなる第1期実習を「グループホーム（2日間）」と「特別養護

老人ホーム（3日間）」にて行わせていただきました。見学中心の中、実習目

標の元、「グループホーム」は認知症利用者様との共同生活、「特別養護老人

ホーム」は終の棲家として、同じ介護に携わる内容でも意味合いが異なり、前

期で学んできたコミュニケーションや車椅子操作・ベッドメイキング等の履修

スキル、これから学ぶ入浴・食事介助も含め一連の内容を見学することで、そ

れぞれが別物ではなく、全ての連鎖の先に『生活』があるのだと改めて気付く

ことができました。 

この実習を通し〚BPSD〛（認知症利用者の行動・心理症状）に対し強い興味

を抱きました。個々が抱えている不安・依存・焦燥といった症状に対し、私は

どのように向き合い、関わっていけるのか、私だからできる介護とは何か、理

想的な福祉士像とは何かを模索し、より尽力していきたいです。 

総合福祉学科 

介護福祉学科２年 第３期実習 令和元年7月1日～7月27日 

介護福祉学科長 三嶋 秀子 
２年次になり、目標となるハードルが上がります。個別ケアを理解するため、利用
者様を一人受け持たせていただき、介護計画の作成、実施、実施後の評価やこれを
踏まえた計画の修正といった介護福祉士としての一連の介護過程のすべてを実践
する２５日間の実習となります。夜勤実習も経験します。 

  

テーマ：「個別ケアの理解を深める」     介護福祉学科 武田 駿之介 

私は５週間の第３期実習で個別ケアについて多くのことを学べました。 
また、学べたことだけでなく、今回の実習は正直、後悔も多くありました。 

 私は、介護計画立案のための利用者様の情報収集が全然出来ていないと実感
しました。利用者様から言われたことだけを情報として捉えてしまい、「もっ
と本当はこうなんじゃないか」「こんなことをしたいんじゃないか」などと考
えることができませんでした。もっと個別ケアを行うためにも、利用者様の気
持ちを深く考え、利用者様の立場に立ち情報収集を行なえるようにしておくべ
きでした。 
 また、私は介護計画立案がとても苦手だと感じました。
学校で多くの事例を行ないましたが、いざ本当の利用者
様のアセスメントを行うと、情報整理の難しさや、計画
立案するにあたり本当に介護福祉士が行うべきことなの
かなど悩むことが多くありました。 
 第 4 期実習までに、利用者様に寄り添いながら、アセ
スメントを行い個別ケアに繋げられるよう準備をします。 
 

総合福祉学科 布川 未歩 

テーマ：「利用者様の生活や思いに配慮した個別の介護計画の立案」 

第３期実習は今までで一番、利用者様と関わり向き合えた実習になったので

はないかと感じています。今回、初めて利用者様を一人受け持たせていただき、

介護計画の立案から実施・評価までを行いました。その際、利用者様のニーズ

の把握や課題の明確化に苦戦しました。私が問題と感じることでも、利用者様

にとってはそうでもないことから、支援するべきなのか悩みました。 

しかし、日々利用者様と関わり計画を立案・実施した時の利用者様の笑顔と

「ありがとう」の言葉は忘れられないと思います。指導してくださった先生方

や職員様、受け入れてくださった利用者様のおかげでも目標にもあった、生活

や思いに配慮した計画の立案を行い、充実した実習となりました。 

今回の経験を忘れず、これからも学びを深めていきたいと思います。 

 
 

 

 

 

 

総合福祉学科３年 第５期実習  令和元年7月29日～8月24日 

総合福祉学科長 磯野 博 

社会福祉主事任用資格取得のための実習として、実習施設・機関での社会福祉
援助技術活動の実際を学ぶとともに、第４期までの実習を深めるような対象者（個
人及び集団）の生活問題や課題への具体的な援助方法を学び、相談援助の知識・
技術をもった介護福祉士の養成を目指します。 

総合福祉学科 平野 裕子 

テーマ：「リハビリ専門職とソーシャルワーカーの連携を知る」 

今回、私は、医療型障害児入所施設で相談援助技術現場実習をさせていただ
きました。相談業務のなかでも、児童と多職種が参加する会議「合同診察」が
1番印象的でした。そこでは、それぞれの専門職からリハビリの内容、取り組
み方、今後の方針、日常生活等について、病気や障害については勿論のこと、
児童の希望などが情報共有されていました。「病気や障害が関係しているので
はないか」「アプローチの方法を変えてみてはどうか」等の見解を話す専門職
に対し、ソーシャルワーカーは、児童の思いを汲み取り、希望に近づけるため
のアドボカシーの視点を大切に発言されていました。このように、情報共有の
機会を作り、支援方法や方向性も統一させることが、多職種連携なのだと学ぶ
ことができました。また、根拠のある情報、対象者の思いを共有することで、
児童の日常生活におけるQOLの向上につなげる支援ができる職種がソーシャ
ルワーカーであり、介護職との違いを学ぶことができました。 
 

日タイ友好「タイフェスティバル in静岡２０１９」 
やりがいのあったステージ音響運営 

 

副校長・音響＆映像メディアクリエイト学科長 有賀 浩 
   県議会議員で本学理事でもある天野一先生が会長をお務めになる静岡日タイ

協会主催による「タイフェスティバル in 静岡」に、天野先生のお声掛けで有賀と
五味先生、1VS学生2名が舞台音響担当として参加、極めて貴重な実践経験を 
させて頂くことができた。この経験を学科全体の財産として共有し、スキル向上の
ため、今後更に様々なイベントに実践の場を求めていく。 

 

音響＆映像メディアクリエイト学科 １年 小澤 春香 
タイフェスティバルで音響として現場に初めて出ました。ダンスからバンド

演奏まで幅広いジャンルの演目があり、アーティストの方々にどれだけ気持ち
よく演技、演奏をしてもらえるかを考え、音のバランスを作ることの大変さと
楽しさを実感することができました。 

準備の段階からどこにスピーカーを設置すれば、音を満遍なく観客に届けら
れるかだけでなく、演技や演奏を観る側として邪魔になる位置に設置されてい
ないか、配線が邪魔をしていないかなど気に掛ける部分が多いことを知りまし
た。実際にダンスの本番ではミキサーの操作や音楽の再生を担当させていただ
き、自分が聞こえている音と観客が聞いている音が大きく違うことに驚きまし
た。自分では良く聞こえているはずが、観客席に行ってみると聞こえ方が大き
く違い、音のバランスを作ることの難しさを、身を持って知りました。 

 今回のイベントを通して、音響としての繊細な気遣いと、音の奥の深さがよ
くわかりました。この経験をこれからの勉強や就職活動に活かしていきたいで
す。 


