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 学校法人 中村学園   裏面へ続く 

福祉医療の２年生が「海外研修・修学旅行」 
へ行ってきました！！ 

     行先：アメリカ合衆国グアム(準州)  

日程：12 月8日(日)～12 月12 日(木) （4 泊5 日） 

 

 研修概要： 

 「文化と価値観の違い」を自らが実際に体得し、国内では修得できなか
ったグローバルな志向性、より先進的で専門的知識や技術・技能を身につ
けることができる機会とする。 

〈研修先〉 

・セントドミニク老人施設（総合福祉学科・介護福祉学科） 

・セント・ポール・クリスチャン・スクール（子ども心理学科） 

・グアム大学研修（全体） 

事前準備では、各学科の特性に合わせた研修に向け計画を立て、現地の
方に楽しんでいただけるよう研修内容について英語への翻訳にも挑戦し
ました。そして、セントドミニク老人施設では、現地の利用者様と一緒に
日本の千代紙を使った『吊るし雛』を作り日本文化を伝えながら交流する
ことができました。セント・ポール・クリスチャン・スクールでは、幼稚
園の子ども達に日本の絵本を英語で読み聴かせをしたり、折り紙で紙飛
行機や手裏剣を作ったりして交流を楽しみました。また、グアム大学での
研修では、現地の大学生とカルチャーダンスを踊ったりヤシの葉を使っ
た民芸体験を行ったりし異文化交流を行いました。そこには少しでも相
手の言語や文化を理解しようと、常に前向きに研修に取り組む学生たち
の姿がありました。全日程を通し、日本とは異なる環境を肌で感じながら、
グアムの歴史や文化を学び、現地の方の優しさに触れることができたと
感じています。これから社会に出て福祉・幼児教育等の場で働くにあたり、
この研修修学旅行で学んだことを自らの糧にして役立てて欲しいと思い
ます。 
また、4泊5日の期間中、学科を越えて団体として意識ながら行動した

ことで友人との絆も深まったのではないでしょうか。 今回、事前準備の
アドバイスから現地でのご指導をしていただいた理事長・校長先生をは
じめ、留守をお願いした諸先生方、保護者の皆様に心から感謝申し上げま
す。 

第２学年 主任 山本 佳郁代 

研修修学旅行で学んだこと 

子ども心理学科 2年 海野 未侑 

海外研修修学旅行で印象に残っていることは２つあります。1 つ目は、
『セントポール・クリスチャン・スクール』で研修をさせていただいたこ
とです。3歳児クラスで折り紙を行なったり、絵本の読み聞かせをさせて
いただき、子どもたちと楽しく過ごしました。日本での実習とは違い、言
葉が通じず上手にコミュニケーションを取ることができませんでした。
しかし、ジェスチャーや簡単な英語で関わることで、言葉が通じなくても
仲良くなることできました。子どもたちと楽しく遊ぶことができ、とても
貴重な時間を過ごすことができました。 

2つ目は自由行動です。友達とショッピングを楽しんだり、遊園地に
行ったりと、充実した時間を過ごすことができました。日本との文化の
違いをはっきりと感じることができ、とても興味深かったです。今後、
このような機会があったら、英語を少しでも話せるようにし、コミュニ
ケーションが取れるように頑張りたいと思います。4泊5日はとても思
い出に残るものとなりました。 

多くの学びがあった５日間 
総合福祉学科 2年 布川 未歩 

グアムの病院見学や老人施設での研修を通し、「福祉」について日本と
の違いや共通点を知ることができました。セントドミニク老人施設での
研修で一番印象的だったことは、普段の日常生活の中で自分でできるこ
とは自分で行ってもらうというように生活の中にリハビリテーションを
取り入れるということは日本の介護と共通しているということでした。 
現地の高齢者の方との交流は正直、言葉は分かりませんでしたが、ジェ

スチャーや表情などでコミュニケーションを図り、楽しそうに折り紙を
行ってくださいました。 
言葉が通じないことに最初はとても不安でしたが、最終的には笑顔で

楽しく終えることができ、グアムの施設の雰囲気も肌で感じることがで
きてよかったです。 
日本の施設とは違う部分もありましたが、利用者様との関わりについ

ては笑顔で丁寧に接することが大切なのは変わらないと分かりました。 
グアム大学の研修では、同大学の学生や教授からグアムの文化やダン

ス、レイ作り、医療の勉強のためのシュミレーションについて教わりまし
た。シュミレーション室では、リアルな人形を使用し出産や心肺蘇生など
のケアの実演を行うことができることに驚きました。実践に近いよりリ
アルな実習を行うことで、現場でもしっかりと働くことができるのだと
分かりました。 
今回、グアムでの研修を通して文化や生活が違えば考え方や感じ方は

違ってくるが、まずはそれを知ることが大切だと学びました。グアムとい
う日本とは違う文化や人に触れて、日本にいたら分からなかったであろ
うことを多く学ぶことができ本当によかったです。 

日本ではできない経験ができた５日間 

介護福祉学科 ２年 荻野 鈴歌 

今回のグアムでの海外研修は、日本との戦争の歴史や海外の医療、グア
ムの文化など多くのことを学ぶことができました。また、それによって海
外だけでなく、日本の良さも実感することができたと思います。 
研修の 1 日目では、グアムの観光地をまわりました。印象に残ってい

るのは、戦争の資料館です。今までも太平洋戦争について学ぶ機会は多く
ありましたが、日本が何をされたかではなく、国外で何をしたのかという
視点から戦争の歴史について見つめ直すことができました。 

2日目では、福祉・医療施設と大学での研修でした。福祉施設では、言
語の違う高齢者の方々とどのようにしてコミュニケーションを図るべき
か悩みましたが日本で学んだ技術を活かして取り組むことができました。
医療施設も含め日本と全く違うということはありませんでしたが、物事
の考え方や見方についての違いは印象的でした。大学ではレイ作りや 

ダンスなどグアムの文化を身近に感じることができました。また、実際の
現場や状況を考慮した学習環境などを知ることができました。 

3日目は、終日自由行動でしたが、ここでも日本との違いを感じること
ができました。道路でのルールやお金の使い方だけではなく、所々でも日
本と違うところがあり戸惑いましたが、それがあったからこそ日本の良
いところにも気づくことができたと思います。 
今回の研修で多くの学びを得るだけでなく、日本ではできない経験を

することができたと思います。この学びを今後の生活に役立てられるよ
うにしたいです。 
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学校法人 中村学園 editor 橋野・原木 

11 月 30 日（日）に LIVE ROXY SHIZUOKA にて、  

ライブイベント「ＳＯＲＡ～天～」開催！！ 

映像・音響デザイン学科 ２年 藤田 真由佳 

私たちは「ゼミナール」の授業で、1年生の時からイベント企画・制作
を行ってきました。昨年度はアイドルの出演者がメインでしたが、今年度
はより実践的なP A・照明・ステージを行いたいということで、バンドや
弾き語りのアーティストをメインにライブの構成や準備を行ないました。 
また、１年生もチームに加わり、自分たちが教わるだけでなく、教える

立場になりました。 
今回のイベントで一番苦労した点は、出演者を募集することでした。 

前回は、自分たちで出演者の方にアポイ
ントしましたが、今回は、参加アーティ
ストを公募しました。しかし、募集期間
をすぎてもアーティストが見つからず、
様々な方のお力を借りて、やっと7組集
めることができました。苦労したことも
多かったですが、ラジオ番組に出演して
ライブの告知を行なうことができたの
で、とてもいい経験になりました。 
本番では、自分たちでP A、照明やス

テージを行うことができ、今後の課題が
多く見つかりましたので、その体験を就
職活動や就職先で活かしていきたいと思
います。 

行事予定 

  1日（木）   元日 

 ４日（土）ORT臨地実習Ⅲ ～1/18 

  6日（月）後期再開 

13日（月） 成人の日 

16日（木） オープンキャンパス/学校学科・入学選考説明会17:00～ 

17日（金） 第３回 漢字検定 

18日（土） 社会人常識マナー検定③ 

20日（月） １TW・CW 第２期実習（～2/1） 

  ２CP保育実習Ⅱ（保育所）（～2/1） 

24日（金） 第３回 ペン字検定 

25日（土）第４回 入学選考 

      オープンキャンパス/学校学科・入学選考説明会13:15～ 

26日（日） 介護福祉士国家試験 

 

後期ＡＯ入学選考エントリー受付中＆ 
オープンキャンパスの 

お手伝いをしてくれる学生も募集中☆ 

企画広報室 河内 嘉美 

2020年が始まりましたね！新年を迎えるにあたって、みなさんはど
のような目標を立てましたか？勉強にバイトに恋愛に、ぜひ有意義な時
間を過ごしてください。卒業して就職したら、仕事以外のことに使える
時間はうんと少なくなります。あれもやっておけばよかった、これもや
っておけばよかった、と社会に出てから後悔する人も多いです。貴重な
時間を無駄にすることなく、いろいろなことにチャレンジしてもらえた
らと思います。 
さて、3月23日までは「後期ＡＯ」のエントリー期間となっていま

す。オープンキャンパスも1月以降引き続き開催していきます。ＡＯで
の出願には様々な特典がありますので、みなさんの周りにまだ進路が決
まっていない人や、学び直しを考えている人がいたら、ぜひご紹介くだ
さい。「なりたい自分になる」を合言葉に、みんなで充実した学校生活
を送りましょう。 
新年度に向けて、広報でも様々な準備を進めています。ただ今、オー

プンキャンパスのお手伝いをしてくれる在校生を大募集中！私たちと一
緒に、本学の魅力をたくさんの人に伝えていきませんか？一緒にがんば
ってくれる人、ぜひぜひ声を掛けてください！ 

 

 

採用・就職活動が 一気に 本格化します 

進路室長 橋野 幸男 

新しい年を迎えました。これから1年で最も寒い時季となりますが、2

月4日の「立春」、3月5日の「啓蟄」（けいちつ。野山の草木が発芽して、

冬ごもりしていた虫も春暖を感じて穴から出ようとするころ）と、確実に春

に向かっていきます。そして、2021年3月卒業予定者に対する企業の採

用活動も、一気に本格化します。「就職・採用活動は、全体として早期化

の傾向が継続している」（内閣府委託、㈱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」）という流れは、次年度も変わりません。

例えば、進路室前の廊下に掲示されている「インターンシップ」などの案

内は、前年の倍近くになっています。電子情報の学生の中には、1月4日

開催の静岡新聞「新卒のかんづめ2021」主催『新春プレミアム就活準備

セミナー』（グランシップ）に参加した者がいるはずです（旧年中に参加の

意向を話していました）。今後、皆さんそれぞれが情報収集するなどし、加

速する採用スケジュールの進行に対応していってください。 

       ‥         ‥          ‥ 

さて、かつて西村佳哲氏（プランニング・ディレクター）の『かかわり

方のまなび方』を読んだ時、「土壌シードバンク」（Soil seed bank）とい

うものを知りました。 

 ―  地球上の土はどこでも、表面から10～20センチほどのところに無

数の植物の種が含まれていて、これを「土壌シードバンク」という。

種は適度な水分や日照の予感と、掘り返された時に表面についた小

さな傷や刺激をきっかけにして発芽する。環境の条件が揃うと、一

気に潜在的な可能性を実現し始めるわけだが、この話はまるでわた

したち人間のことのようだ。 

   どこまでが種の力なのか？ つまり「どこまでが自分？」という問

いも含めて。発芽もその後の成長も、種と、太陽や土や水や風の、双

方の関係性の中で展開する。 ― 

 皆さんは自身の中に、いろいろなseeds、可能性を持っています。そし

て、次代の地域・経済社会を担う人材として「一気に潜在的な可能性を実

現し始める」瞬間に向け、日々、本学という環境のなかで研鑽を重ねてい

ます。皆さんの発芽、成長の記録を、「ジョ

ブ・カード」（今月下旬に作成の予定）など

の「パーソナル・ポートフォリオ」にまとめ

ていきましょう。それが「自律的キャリア形

成」の出発点になります。そしてそこには、

企業等へアピールする素材も十分に詰まっ

ているはずです。 

＊後期ＡＯ入学選考 
エントリー期間：R2 年1 月20 日(月)～２月23 日(月) 
結果発送期間：R2 年1 月23 日(木)～ 

※ 出願は、選考日前日15時まで。 

＊入学選考日 
・入学選考①  R2 年1月25 日(土) 

・入学選考②  R2 年2月22 日(土) 

・入学選考③  R2 年3月11 日(水) 

・入学選考（最終）  R2 年3 月31 日（火） 

 ※ 全日とも、特待・自己推薦・一般・社会人・留学生 選考実施 

＊オープンキャンパス、学校・入試説明会 日程 
・R2 年1 月16 日(木) 17:00～18:30 

・R2 年1 月25 日(土) 13:15～15:15 

・R2 年2 月6 日（木) 17:00～18:30 

・R2 年2 月22 日(土) 13:15～15:15 

・R2 年3 月28 日(土)  

スペシャルオープンキャンパス！！13:15～ 

！！個別相談会・保護者説明会、同時開催！！ 
 


