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 学校法人 中村学園   裏面へ続く 

 劇団四季ミュージカル『ＥＶＩＴＡ』 

を観劇しました！！ 
令和元年１１月１４日(木) 

 

 

 

 副校長 有賀 浩 

今回の観劇では、次のような目的をもって参加してきました。 

（１）映像・音響分野やITのプロを目指す学生たちが日本最高峰の演劇   

  を目の当たりにすることにより、演出効果、照明・音響装置、舞台  

  装置等、多岐に亘って直接体験的に学ぶ。 

（２）乳幼児から高齢者まで、人と接する仕事を目指す学生たちに人間 

  性の涵養、心の豊かさを向上させると共に、観劇マナーの必要性・ 

  重要性を学ばせる。 

 

自分の目標を再確認 
映像・音響デザイン学科2年 増田 明日葉 

 今回観劇した、劇団四季「エビータ」。舞台音響の仕事を目指す私の目

から見た舞台のセットはシンプルでしたが、それ以上に役者さん達のダ

ンスや歌が目立っていて、その迫力に圧倒されました。ストーリーの中

で、主人公エバ・ペロンがヨーロッパを旅するシーンがあり、セットの

壁に実際にエバ・ペロンがヨーロッパを訪れた際の実写映像が映し出さ

れ、とても臨場感がありました。また、一般的な舞台のホール音響では

正面から役者さんの声が伝わるのですが、今回は会場を取り巻く全方面

から聞こえるシーンがあり、不思議に感じると共に、音響技術の高さに

驚かされました。 

 ストーリーの内容が深く、少し難解なところもありましたが、役者さ

んたちの演技や劇団四季

ならではの高度な演出な

どとてもすばらしく、と

ても勉強になりました。

私もいつかこの舞台のよ

うな素晴らしい環境で仕

事ができるように頑張り

たいと、改めて思いまし

た。 

 

総合福祉学科・介護福祉学科 

第４期実習へ行ってきました 

実習期間：令和元年１０月２１日(月)～１１月１６日(土) 

 

第４期実習のテーマ 

介護福祉学科 学科長 三嶋 秀子 

 介護現場実習の集大成となる実習です。第３期実習と同様に受け

持ちを持たせていただき、介護過程の一連の流れを体験

します。 

 知識・技術等これまでの学びを総合的に駆使して、 

「介護観」が養える２０日間の実習となります。 

貴重な経験ができた 20日間 
総合福祉学科2年 下澤 茉由 

 今回の実習では 2 度目の個別支援計画を立案させていただきました。

前回、の立案の際は、実施まで行うことができずに実習が終了してしま

ったのですが、今回は目標の実施・評価まで行うことができたので、介

護実習最後に一連の流れを行えてよかったです。 

 利用者様からニーズを引き出すときに、本人に何かしたいことはある

かなどを聞きますが、何もないと答える方や介護員にはできないような

ことをおっしゃられる方もいます。そのため、生活状況をみて利用者様

のためになる計画を立案することも個別支援計画では必要だと感じまし

た。 

 また、計画を立案するにあたり職員の方に情報を聞くことや、過去に

どのようなことがあったかを情報収集することで、計画の具体策や根拠

も深まっていくと感じました。評価をしていく中で、計画を変更するか、

継続するか中止するかの判断をすることも、今回の実習では経験するこ

とができました。 

 この 20 日間を通して、対象者様の細かい状態を確認し、把握してい

きました。その中で、他の利用者様の介助も行わせていただき、技術も

基本からその方に合った介助まで教えていただきました。介護現場に入

ると実習のように対象者様1人にだけにじっくり関わることができない

ため、広い視野が必要だと考えます。次の第5期実習からは相談援助の

実習になっていくため、今回の経験を活かし、他職種連携や家族なども

視野に入れ実習に臨んでいきたいと思います。 

 

視点を多く持つことの大切さ 
介護福祉学科2年 金山 太優 

私は今回「個別ケアの理解を深め、利用者のニーズに沿った介護計画
の立案・実施・評価をする」を目標に、第4期実習を行いました。学生
としては最後となる実習のため、現場で学ばせていただきたいことや、
やりたいことが多く、この4週間は意外と早く過ぎてしまいました。 

2 日目で担当利用者 K さんが決まり、アセスメントを行いましたが、
アセスメントをしていくうちに、自分が思っていたK さんのニーズが、
本当に K さんにとってそうなのかと悩み始め行き詰ってしまいました。
私にとってはKさんの問題点と捉えてしまったことも、Kさんにとって
は当たり前のことであり、介護計画を見直すことにしました。Kさんが
生活を送る中で、Kさん自身だけでなく、Kさんの環境に視点を移して
みました。いままでの生活の中に、ちょっとした変化をつけることで興
味をもってくれ、本人の生活リズムを変えることなく、問題を解決する
ことができました。 
今回のように視点を変えるだけで、Kさんにとって少しでも過ごしや

すい環境を作ることができ、視点を多く持つことの大切さを改めて学ぶ
ことができました。 
 来年からは社会人となり、現場の職員として働くので、今回の実習で
得た視点の大切さや、利用者様のために考えたことや使った時間などに
間違いや無駄なことは一つもないことを忘れず、頑張っていきます。ケ
アスタディも今回の実習で論文を書くため、さらに理解を深め今後に活
かしていきます。 

 

      行事予定 
1日（日） B検 

  視能訓練士国家試験模擬試験 

  3TW第6期実習 ～12/27 

2日（月） ORT臨地実習Ⅲ ～1/18 

  オープンキャンパス/学校学科・入学選考説明会17:00～ 

3日（火） 1CP保育所職場体験 

7日（土） オープンキャンパス/学校学科・入学選考説明会13:15～ 

８日（日） 福祉医療：海外研修修学旅行 ～12/12 

13日（金） ２年福祉医療学生 代休 

14日（土） 第3回入学選考 

19日（木） J・B検CBT 

20日（金） オープンキャンパス 

         /学校学科・入学選考説明会17:00～ 

24日（火） PM防災訓練、大掃除 
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学校法人 中村学園 editor 藪﨑・原木 

３ＣＰが「メディックファーストエイド」講習 

を受講しました。 

令和元年１１月１２日(火)・１３日(水) 

子ども心理学科3年 秋山 美里 

今回、メディックファーストエイドの講習を受け、心肺蘇生や誤飲し
たときの救助方法などを学びました。まず、DVDを見たり講師の立川
先生から体験談を聞いたりして、救助の流れを学びました。次に、実際
にAEDやマネキンを使って実践をしていきました。 
講習を受ける前は、もし何かの時に、怪我や事故・病気などで困って

いる人に居合わせたとしても焦ってしまって何もできないのではないか、
怖くて声もかけられないのではないかと思っていました。しかし、立川
先生が分かりやすく教えてくださったので、これから、もしそのような
場に居合わせた時には、勇気を持って声を掛けて自分ができるところま
では助けられるような行動をしたいと思うようになりました。 
 今回の講習を通し、保育者として就職してからも、子ども達が怪我を
してしまったり、万が一の事故が起きてしまったりした時にも役立つ知
識・技術を習得することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着々と実力を身に付け 

       そして、自律的に活動しよう！ 

進路室長 橋野 幸男 
 「2020年度採用・就職活動（2020年3月卒者）」に関する総括が、こ
のところ相次いで発表されています。例えば、 
 ① ㈱マイナビ『新卒採用就職戦線総括 －2020年卒版－』 
 ② ㈱ダイヤモンド・ヒューマンリソース『2020 卒採用・就職活動の

総括』 
 ③ ㈱カケハシ スカイソリューションズ『2020 年度採用総括＆2021

年度採用施策を導くためのデータ集』 
 ④ 文部科学省『就職・採用活動に関する調査結果について（速報版）』 
 ⑤ 内閣府令和元年度委託調査、㈱浜銀総合研究所『学生の就職・採用

活動開始時期等に関する調査 調査結果（速報版）』 
などがあります。 
どの総括でも、「新卒採用ニーズは高水準を維持」「企業側・学生側と

も、活動開始時期が早期化」や、「インターンシップ実施・参加の高まり」
「採用手法の多様化」などが挙げられています。これらは、傾向として
は次年度も続くと思われます。ここでは関連して、皆さんに留意してほ
しい2点を紹介します。 
一つ目は、「求人倍率は高止まり」の一方、企業側が求める「質」に

関して変化の兆しが見られることです。「日本経済新聞」10月16日の同
社「2020年度の採用状況調査」に関する記事に、次のような分析があり
ます。 
― 今回の調査では 53.8 %の企業が当初の採用計画と比べて実際の内
定者数が未達となった。これまで人手不足が続いてきた業界でも、
採用では量だけを追わず IT（情報技術）などのスキルを重視する企
業が増え、状況は変わりつつあるようだ。 …  製造業派遣のUTグ
ループは …「顧客からの需要が人材の量より質になっている」とい
う。― 

 皆さんは、こうした変化に対応すべく、着々と実力を養成し、そして
就職活動に果敢に挑戦していく覚悟を持ってください。 
 二つ目は、企業等が「秋冬インターンシップ」など学生との接触を活
発化させていることです。例えば、ある IT企業（東京都、株式公開企業。
卒業生が役員に在任中）は、「会社見学会」「インターンシップ」に加
え、「学校訪問による講義・インターンシップ」に力を入れています。
本学にも、代表取締役が九州・中国・四国の学校訪問の帰路にお立ち寄
りくださり、ご説明がありました。 
 また、地元の某社会福祉協議会（今年度の内定先）は、本学を含む学
校訪問での情報収集を踏まえ、11月～3月に「インターンシップ」とし
て、①『5日コース』（1回）と ②『1日コース』（5回）を実施します 。
①では、中間の 3 日間の実施日を学生個々と相談の上で決定し、また、
実施場所（「介護」「子育て支援」「地域福祉」のそれぞれを、1 日ず
つ体験）まで送迎を行なう、という柔軟な対応。そして最終日には、「法
人運営の体験」「先輩職員との交流会」の後、「振り返り」の時間を設
けるという、充実した内容となっています。 
  これから「春のインターンシップ」の予定が続々と発表されるでし
ょうが、皆さんにはぜひこうした機会を積極的に活用してほしいもので
す。自身でも情報収集し行動するという、「自律的な就活準備」を行な
っていきましょう。  
 

◆2020年度学生募集！ 

後期ＡＯ入学選考エントリー受付中！！ 

              企画広報室 松本 郁世 

だんだんと寒い日が多くなって、街ではイルミネーションの準備が始
まり、『師走』のおとずれと共に今年もあとわずかとなりました。 
さて、皆さんの後輩である来年度の入学者が続々と決定しています。

また、「後期ＡＯ入学選考」のエントリーも開始されました。皆さんの
中にもアドミッションポリシーに共鳴し、「ぜひ中村学園で学びたい！」
とAO入学選考での受験に挑戦し、合格を勝ち取った方も多くいるはずで
す。高校の後輩や兄弟姉妹等で電子情報系統や福祉医療系統を希望して
いる方がいらっしゃれば、是非、オープンキャンパスへの参加、後期AO
入学選考を勧めていただければと思います。 
今年度も入学者の中には、オープンキャンパス等で在学生の皆さんと

触れ合い、「この先輩のように楽しく充実した学校生活を送りたい！」
と希望をもった方もいました。高校生にとって、年代の近い皆さんの話
は新鮮で、とても参考になっているようです。さらに皆さんの後輩が増
え、中村学園が今以上に盛り上がってくれることを願い、12月以降もオ
ープンキャンパスの開催を予定しています。 
皆さんが今こうして中村学園で活躍できるのは、ご自身の努力や、ご

家族の応援そして、学校を盛り上げ続けてくれた先輩方のおかげでもあ
ります。皆さんが『建学の精神』『校訓』『教育方針』を体現し、成果を
上げることは後輩の励みにもなります。就職活動や学校生活を各自がん
ばって、みんなで中村学園を盛り上げていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＊後期ＡＯ入学選考 
・A 日程 エントリー期間：11/18(月)～12/17(火) 

      結果発送期間：11/19(火)～12/25(水) 

・B 日程 エントリー期間：R2 1/20(月)～２/29(金) 

      結果発送期間：    1/23(木)～2/28(金) 

・C 日程 エントリー期間：R2 3/3(金)～3/31(火) 

      結果発送期間：   3/6(金)～3/31(火) 

＊入学選考日 
第３回入学選考 12/14(土)  

           特待・自己推薦・一般・社会人・留学生 選考 

＊オープンキャンパス、学校・入試説明会 日程 
・12/2(月) 17:00～18:30   

・12/7(土) 13:15～15:15   

・1/16(木) 17:00～18:30 

・1/25(土) 13:15～15:15 

個別相談会 
保護者説明会 

同時開催 

メディックファーストエイドとは？？ 

 アメリカで40年以上（1976年創設）も前に誕生した、一般市民

が行なえる応急救護の手当の訓練プログラムです。 

 専門的知識を持たない一般の人にも習得できるように作られて

おり、インストラクターから、身近にあるもので出来る救急救護を

教わります。 

 また、救急隊員などに患者を受け渡すまでの患者の状態悪化を抑

えることが目的とされています。 

以降の選考日はＨＰで！！ 

以降の開催日はＨＰで！！ 


