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◆ 総合福祉学科３年生が 
「第６期(相談・援助)実習」に行ってきました。  

Ｒ1.12.2(月)～12.27(金) 
実習の目的 
① 介護技術において実践的に体験した対人援助の技術・方法を

用いて、対象者のニーズや問題点を把握し個別理解を深める 
② 日常生活に関する対人援助の技術・総力を高めると同時に、

関連する制度やサービスを理解し、適切な社会資源の活用方
法を学ぶ 

③ 実習を通じて個別・集団・地域援助技術に必要な対人援助と
コミュニケーション技術を深める 

④ 他専門職との連携および協定について理解を深め、チームを
組んで援助を展開できる能力を高める 

学生生活の集大成に向けて‐第６期相談援助実習を終えて‐ 

総合福祉学科長 磯野博 
 3TWの皆さん、学生時代最後の実習ご苦労様でした。苦戦を乗り越え
た方もいましたが、高齢者、障害者、児童、低所得者といった幅広い分野
の実習を無事に終え、手応えを感じていることと思います。 
 思い返せば、何も知らないままに期待と不安を一杯抱えながら現場に
飛び込んだ「第１期介護福祉実習」を皮切りにし、皆さんは、実習を通し
て確実に成長する自らの姿を実感してきたと思います。これこそが、
PDCA サイクルを基調にした本学の職業教育の醍醐味だと私は考えます。 
 あとは国家試験、そして卒業研究発表会です。残り
少ない学生生活を意味あるものにすべく、「心の友」
たちと共に自信と誇りを持って駆け抜けてください。 
私も、皆さんと過ごしたこれまでの日々を噛み締め

つつ、残りの日々も全力で支援したいと思います。 

相談援助の仕事の大切さを学びました            

総合福祉学科 3年 細澤 舜冶 
第6期実習で「静岡市救護所」に行かせていただきました。私は、「地

域への移行を希望する利用者様への支援のあり方を学ぶ」をテーマとし、
ました。救護所では、利用者様との話し合いから、希望する移行地域との
連携を行います。また、移行支援として、地域に戻るための生活訓練、身
の周りの整頓や食事準備などの練習を行います。相談員は、移行先と連携
をし、実際の生活予定の場がどのような場所なのか、利用者様に合った地
域なのか、自立した生活を送ることができる環境であるか等を確認しま
す。また、移行後の生活に焦点を置き、利用者様だけでなく、関係機関や
生活環境にも働きかけが必要です。 
私は今回の実習から、現状だけに目を向けるのではなく、その方の今後

を見据えた支援の提供が大切だと学びました。「利用者様自身が本来持っ
ている力を取り戻し、その力を引き出す支援」こそが、相談援助職にとっ
て必要な力だと感じました。 
社会人になるにあたり、利用者様の今後の生活に着目した支援の提供

ができるように、これからも学んでいきたいと思います。 

◆ 視能訓練士学科の学生が 
「臨地実習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ」へ行ってきました。 

Ｒ1.10.1(火)～Ｒ2.1.18(土) 
実習の目的 

① 基本的な視能矯正の実践技術の能力を養い、患者様や家族と

の人間関係から共感的態度を学ぶ 

② 医療チームの一員としての責任と協調・自覚を養う 

 

集大成「臨地実習」を終えて 

視能訓練士学科長 山村 慈 

10月から、3か月余りという長い臨地実習が終わりました。 

帰校し、しぶりの再会に大変歓喜している皆さんの姿からは、単に友人
に会えて嬉しいという気持ちだけでなく、孤独から解放された安堵感の
ようなものも見受けられました。約 1 か月毎、異なる施設で実習すると
いうことは、色々学ぶことができる反面、その施設に慣れたころに次の施
設に行かなければならず、また不慣れなところからスタートしなければ
なりません。辛いことも多々あったとは思いますが、そのような環境に置
かれて初めて直面する自身の未熟さもあるのではないでしょうか？ 

成功も失敗も全て自分の糧にして、今後に活かせることを
期待します。 

2 月には、国家試験があります。国家資格を取らないと、
視能訓練士として現場で活躍することはできません。卒業ま
で、あと 2か月。悔いのない学生生活にしていきましょう。 

 
臨地実習を終えて 

視能訓練士学科 尾澤 絵美 

10月から約3か月間の実習で、総合病院や診療所など3つの施設に行

かせていただきました。 

学校で基本的な知識や検査について学んだとはいえ、最初はなかなか

上手に検査できず、焦ってしまうこともありましたが、指導者さんに熱意

を持って教えていただいたおかげで、少しずつできるようになりました。

患者さんからの「ありがとう」という言葉は、とても嬉しかったです。 

実習を通じて、現場の視能訓練士の方の検査を

見学したり、自分で患者さんの検査をさせていた

だいたりするのは、学校では学ぶことのできない

とても貴重な経験となりました。 

今後は実習で学ばせていただいたことをしっか

りと復習して身につけ、国家資格を取得できるよ

うに頑張ります。そして、患者さんのために尽力

できる視能訓練士になれるように努力していきたいと思います。 

◎２ＧＡ・１ＩＴの学生が 

「日本ゲーム大賞・アマチュア部門」へ 
エントリー！！ 

学生最後のゲームコンテストへチャレンジ 

ゲーム応用学科２年 木野 陽彩 

私たちは今、福岡ゲームコンテスト「GFF AWARD 2020」へ作品を応
募するため、4人でチームを組み学生生活最後のゲーム制作を行いました。
このコンテストは全国各地から 1,000 作品を超える応募があり、全国の
若きゲームクリエイターの注目を集めているコンテストです。 

今回作成したゲームは、RPG のターン制コマンドバトルです。また、
昔ながらのRPGユーザをメインターゲットにしているため、ゲーム画面
をドット絵にしました。このドット絵も私たち自身で描いています。 

さらに、このゲームのコンセプトを「ハイリスク・ハイリターン」にし
ました。「ハイリターン」を得るために、ゲームのキャラクターだけでな
く、プレイヤーにもリスクを負ってもらう、今までにあまりないシステム
を考え、構築しています（例えば、戦闘中にゲームキャラクターを復活さ
せるために、代償としてゲーム画面をブラックアウト
する［プレイヤーの視力を奪う］など）。 

グループでのゲーム開発を行いましたが、スケジュ
ール通りタスクを行えないメンバーが多く、遅れが出
てしまい、冬休み中も作業し応募にこぎ着けました。
完成したものは、「我道祭」で皆さんにも遊べる環境を
作りますので是非、挑戦してみてください。 

 

「日本ゲーム大賞」とは？ 

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）が
開催している、その年の優れたコンシューマーゲーム作品を選ぶコン
テストです。 
授与される賞は、全部で４部門あり、①「年間作品部門」（対象期間

内に日本国内で発売された家庭用ゲーム機対応の作品、パソコン対応
の作品等、全てのコンピュータエンターテインメント作品が選考対象）
②「ゲームデザイナーズ大賞」（ゲームデザイナーがゲーム制作者の視
点から独創性、斬新性を重視した審査を行う）③「フューチャー部門」
（対象期間内に開催された東京ゲームショウにおいて発表、あるいは
出展・展示された未発売作品が選考対象）④「アマチュア部門」日本国
内在住のアマチュア法人・団体・個人に応募資格
があり、それらが制作した製品化されていない
応募作品が選考対象） 
今回、学生はこの中の「アマチュア部門」に

エントリーしています。 
 
 



ＣＡＮジャーナル 
学校法人 中村学園 

専門学校 静岡電子情報カレッジ 

静岡福祉医療専門学校 

第３８０号 Ｎｏ．２  

 

 
学校法人 中村学園 editor 橋野・原木 

＊後期ＡＯ入学選考 
エントリー期間： ①R2 年1 月20 日(月)～２月18 日(火) 
 ②      3 月  3 日(火)～3 月23 日(月) 

＊入学選考日 
・① R2 年2月22 日(土) 
・② R2 年3月11 日(水) 
・最終     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 

※ 出願は、選考日前日15時まで。 

 

＊オープンキャンパス、体験、学校・入試説明会 日程 
・R2 年2 月6 日（木)  
・R2 年2 月22 日(土) 13:15～15:15 
・R2 年3 月11 日(水) 17:00～18:45 

＊スペシャルオープンキャンパス！！  
・R2 年3 月28 日(土) 13:15～15:30 

※ 日程の都合が悪い方はご連絡ください。 
個別に開催させていただきます。 
TEL:280-0173／メール：info@can.ac.jp(企画広報まで) 

★ 企画広報室より 
令和２年度 入学希望者の「入学選考」と 

「後期ＡＯ入学選考」のエントリー受付中!! 
企画広報室 小林 昌人 

元号が変わって初めての新年を迎えて１か月が過ぎました。寒い日が
続いていますが、皆さん健康管理はしっかりできていますか？この春卒
業予定の皆さんは、学生生活も残りわずかですね。今月は文化祭・学園
祭もあります。インフルエンザも流行っていますので、体調管理には留
意しながら、学生生活最後の思い出を存分に作ってください。 

また、既に就職内定を頂いた皆さん、出身高校へは内定報告に行きま
したか？皆さんの成長した姿をきっと喜んでくださると思います。ぜひ
報告に母校を訪れてみてください。 

さて、本学では新年度入学希望者を募集しています。「後期AO入学
選考」をはじめ、「特待生選考」や「留学生選考」等の入学選考を毎月
行なっています。皆さんの周りで本学分野への進学を希望している方、
進路に迷っている方等がいらっしゃれば、ぜひ声をかけてあげてくださ
い。本学の良さは皆さんが一番感じていることと思います。本学で学ん
でいること、目指していること、何でも構いませんので、皆さんの後輩
や本学を訪れている高校生に是非声をかけてください。皆さんの中でも
「先輩の声」に勇気付けられ、本学への入学を希望するきっかけになっ
た方も少なくないはずです。同じように迷っている人がいたら、是非
「行ってみて！」と声をかけてください！！ 

 

 

 

🎵 学園祭のお知らせ🎵 

 『令和元年度 我道祭』を開催します！！ 
  今年度のテーマは 

「Ｃｈａｎｇｅ ～令和最初の挑戦～」です。 

   開催期間：令和２年２月２８日(金)～３月１日(日) 

   主な日程 

🎈文化祭 令和２年2月28日(金)  

ＡＭ 福祉：卒業研究・ケアスタディ発表会 
ＰＭ 電子：卒業研究・成果発表会 

 

🎈文化祭・学園祭 令和２年2月29日(土)  

ＡＭ 幼稚園イベント 
(第一ひかり幼稚園のみなさん来校) 

 

🎈文化祭・学園祭 令和２年3月1日(日)  

ＡＭ 公開講座   
①体験：椅子を使ったエクササイズ GYROKINESIS®  

講師：GYROKINESIS®認定トレーナー Miyuki様 

  ②講演：アフリカのタンザニアにおける現状と取り組み  

   講師：ザイナ・アブダラ様 

      ※講師の都合により、一部進行を代行させていただく場合があります。 

多くのイベントを予定しています♪ 
みんなで盛り上げていきましょう！！  

 

２月の行事予定 

  ６日（木）オープンキャンパス/学校学科・入学選考説明会17:00～ 
 ７日（金）３ＣＰ卒業研究科内発表会 

1１日（火） 建国記念の日 
1２日（水）補講授業／後期試験・卒業試験（～2/14） 
      卒業研究・ケアスタディ（～2/27） 
１７日（月） 登校日、追再試補講期間（～3/6） 
２０日（木）電子 ゼミナール・卒業研究成果発表会 
２１日（金）静岡県私立専修学校各種学校大会 
２２日（土）第５回 入学選考ＡＭ／オープンキャンパス13:15～ 
２３日（日）天皇誕生日 
２４日（月）振替休日 
２６日（水）ケアスタディ発表会 
２７日（木）Ｊ検・Ｂ検 
２８日（金）我道祭（ 文 化 祭 ） 
２９日（土） 〃 （ 文 化 祭 ・ 学 園 祭 ）～3/1 (3/２振休) 

★ 未来を担う次世代への希望 ～進路室より～ 
 

進路室長 橋野 幸男 
 1月16日、皇居で新年恒例の「歌会始の儀」が催されました。「令和に
なって最初の開催」「皇后雅子さまが17年ぶりにご出席」ということで、
各報道の取扱いが例年より大きかったように感じます。 
さて、今年のお題は『望』。「日本経済新聞」の記事は、『若い世代に 期

待込め』というタイトルで、次のように書いています。 
「令和初の開催で、両陛下は 未来を担う若い世代への希望 を歌に
込められた。」 
 その御製・御歌は、 
 天皇陛下：学舎（まなびや）にひびかふ子らの弾む声 さやけくあ

れと ひたすら望む 
 皇后さま：災ひより立ち上がらむとする人に 若きらの力 希望も

たらす   
 記事は、皇后さまの御歌についてこう続きます。 
「皇后さまは自然災害の被災地を訪れた際に、各地で若者たちが献
身的にボランティア活動を行い、人々に復興の希望と勇気を与えて
いることを頼もしく感じた との思いを詠み、両陛下ともに 未来を
担う次世代への希望 を歌に込められた。」 

…          …          … 
若い世代の力と言えば、昨秋から話題になっている書籍『こども六法』

（㈱弘文堂、2019年8月発行）も、そうした力が結び付いて出版に至っ
たものです（なお、1月18日、日本テレビ「世界一受けたい授業！ 日本
の危機2時間SP」でも、本書が取り上げられました）。 
・ 著者の山崎聡一郎氏（26歳）は、「小学校5年から6年にかけて左手
首を骨折するほどの暴力を伴ういじめを受け」、「中学に進学するも、
今度はいじめ加害者となり、いじめ被害の苦痛を知る自身が加害者と
なってしまったことに衝撃を受ける」。 

・ 「この経験からいじめ問題の複雑さと難しさを痛感し、いじめ問題へ
の取り組みを決意」。大学進学後は「自身の経験を踏まえて『法教育を
通じた いじめ問題解決』をテーマに研究活動を開始する」。大学の仲
間 5 名の力を借り、また、大学から「学習・教育奨励金」を受給し、
「本書の基礎となった 法教育副教材『こども六法』を制作した」。 

・ これを目にした小川凜一氏（26歳、広告団体代表）が、「その活動へ
の共感と社会のニーズを強く感じたことから、出版の実現と広告の作
成を提案」。同氏の企画・指揮の下、クラウドファンディング「いじめ
という《犯罪》を『こども六法』で無くしたい」を実施。334名から
1,796,000円の資金提供を受け、出版実現に繋がる。 

・ 山崎氏と小川氏の関係は、山崎氏いわく「就職活動でたまたま同じ教
育系企業を受けていただけの腐れ縁ですが、当時の縁を大切にして声
をかけてくれました」。 

・出版社の「弘文堂との縁を繋いでくれた大学同期の たかまつなな には
頭が上がりません」、などなど。若者が結んだネットワーク、「クラウ
ドファンディング」など新たな手法の活用 ― 。 
正に、若い世代が持っている力が連結・発揮された事例ではないでしょ

うか。 
…          …          … 

本学で学ぶ皆さんにも、専攻するそれぞれの分野で「未来を担う次世代
への希望」が寄せられています。そうしたことも意識して、日々の学生生
活で実力を養成し、この期待に応えていってください。 

個別相談会 
保護者説明会 
同時開催！！ 

tel:280-0173／
mailto:info@can.ac.jp

