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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

新型コロナウイルス感染症感染拡大予防で 
全国「緊急事態宣言」発令 

この時期、我々はポジティブに自らの努力で何ができるかを考え、行動しよう！ 

理事長・校長 中村 徹 
新型コロナウイルス感染症に絶対に感染しないために！ 
「手指洗い・うがいの励行」・「マスク着用」し、「密閉」「密接」「密集」

3密を避ける。 
 1人1人が日本初の「緊急事態宣言」の重みを認識し、自分のこととし
て考え、行動しなけれはならない。予防には、自らがその気になって自身
を守る行動を取るしかない。 
令和2年度新入生学外御殿場研修を学内活動にて実施 
昨年の5月1日は30年間の平成時代に終止符が打たれ、改元「令

和」新時代がスタートしました。平成30･31年度の現2･3年生は4月上
旬、箱根芦ノ湖オリエンテーリング後、2泊3日御殿場国立中央青少年
交流の家で「なりたい自分になる」ために、国や年齢の境もなく同期生
同志、同じ目標の具現化を図るために、本学の学生としての「心構
え」：「勉強と仕事を通して自己実現を図る」同志として、また、ともに
歩む「心の友」との絆を、プレゼンテーションにより確認しあい、具現
化を図るため、学校生活を送ってきたはずです。 
コロナ対策とともに今やらなければならない事：CAN ｼﾞｬｰﾅﾙ「令和2
年度を迎えて」熟読 
時節柄、1年生はこの宿泊研修を学内での新入生オリエンの中で実施し、

「心の友」とまとめあげ、プレゼン、決意文に表現した「なりたい自分に
なる」ために、自己の「キャリアデザイン」のイメージを確認して下さい。
そして、しっかりした「方向性」、「目標」を持ち、これからの学校生活の
中で、「こだわり」を持って、「自ら考え、カタチ」にし、「自分なりの職
業観」が表現できるように、「実践的職業教育」を通して身に付けて下さ
い。 
卒業年度の学生は、就職活動に向け、この時期に「自分なりの職業観」

が表現できる準備ができておりますか？ 就職活動方法が時節柄、オンラ
インでの説明会やエントリー、面接等となっており、その対応にも慣れて
おく必要があります。「面接練習」等で指導を受けて下さい。 
コロナウイルス感染症感染防止対策「自粛」要請の中で、令和2年度学

校活動は中断し、前期講義も学年学科により、4月履修予定の2割から7
割の開講となっております。 
また、要請が 5 月末まで延長された場合についても考慮し、卒業年度

の学生は国家試験、諸検定等の出願及び受験、取得ができるよう、また、
学外「産学連携教育プログラム」でのインターンシップやゼミナール、臨
地実習や職場実習、必須指定科目履修等を中心とした補講計画が必然で
す。学校としては文部科学省・厚生労働省、静岡県の担当部局等とも連絡
を取り合い、履修手段緩和等について要望、指導を受け、それを学生指導
に反映しますが、学生も現状を認識し、就職活動も含め、ポジティブに自
分のこととして、ともに努力していきましょう。 
※１．経済状況や学校生活等で不安がある場合は、早めにクラス担任に

相談すること。 
(｢健康状態が不安｣､｢納付金の分納移行・延納｣､｢学業等の問題」等) 

２．「CANスカラシップ」学生リーダー養成「ヒトづくり」と「経済支   
援」制度 
 令和2年度の学生募集中 ６月中にクラス担任に申し出て下さい。 

◆令和２年度新入生オリエンテーションを終えて 

1年学年主任 山本 佳郁代 

令和2年度の新入学生を対象に「将来の就職に向け、挨拶を基調とした
本学の学生としての心構えを身に付けると共に、一人でも多くの心の友
(親友)ができる関係づくり」を目的とし、「新入生オリエンテーション」
を実施しました。例年は、御殿場国立中央青少年の家での２泊３日の宿泊
研修を行っていましたが、コロナウイルス感染症予防のため、学内でのオ
リエンテーション及び研修となりました。 
校長先生による訓話、各分野の講師の先生方による講話をはじめ、将来

の就職に向け、社会が求める人材になるために、自らの夢に向け自己実現
を図っていくため、これからの学校生活をより意義のあるものとする重
要なスタートの研修となりました。本校は、専門学校として実践的な学習
を中心に学びを進めます。「なりたい 自分になる」ために、自己のキャリ
アデザインのイメージを確認し自らが学ぶ 姿勢を身に付けます。オリエ
ンテーションでは、アクティブラーニングを中心に『より良い就職をする
ために』というテーマのもと、自らが目指す職業人としての人物像につい
て学生同士で意見を出し、活発に話し合いを進めました。 また、感謝の
気持ちを忘れず人を思いやる心を持ち、相手の立場になり自ら 進んで行
動することの大切さにも気付く事が出来ました。オリエンテーションを
終える頃には同じ志を持つ者同士、留学生も共に仲間となり会話も弾ん
でいました。新入学生の皆さん、校長先生をはじめ、先生方から教えて頂
いたことを胸に刻み、自分の目標(夢)に向かって全力で取り組み、充実し
た学生生活を送りましょう。 

総合福祉学科 1年 古藤 由女 

私は社会福祉のスペシャリストになるという目標を胸に、本学へ入学
しました。入学前のオリエンテーション、とても緊張しましたが、私が所
属している総合福祉学科を含め全学科の学生がそれぞれの目標を持って
おり、テーマに沿って充実した討論をすることが出来ました。アクティブ
ラーニングを通して、社会福祉のスペシャリストになるための条件とし
て｢コミュニケーション能力の向上｣｢技術・知識を身に付ける｣｢円滑な人
間関係を築く｣という要素が多くあげられました。その他にもたくさんの
意見がありましたが、この３つの要素においては全学科に共通するもの
であり、社会人になるにあたり当たり前だということを再確認すること
が出来ました。 
私たちが目指す社会福祉士は、様々な状況に立ち会い、適確な解決策等

を提供しなければなりません。様々な状況というのは、苦しく、見るに堪
えないような場面もあると思います。私たちがその状況で負けてはなら
ないのです。どんな状況にも立ち向かって行けるような忍耐力や行動力
等を 3 年間の学校生活で仲間と協力し合い、身に付けていきたいと思い
ます。 
人間にはそれぞれの個性があります。お互いに尊重し、切磋琢磨しなが

ら成長します。また、本学には｢海外研修｣にて違う環境で学び、スポーツ
大会や文化祭など仲間と楽しめるような活動がたくさんあります。これ
らの活動や長期にわたる実習を通して、仲間たちとの信頼関係を築き、必
要な力を身に付け、「自己実現」に向けて進んでいきます。 

 

介護福祉学科 １年 和田 茉也 

 今回のオリエンテーションを振り返る中で、特に大きな学びとして
「やるべきことや目標を明確化する」「自ら進んで行動に移す」という 2
点の重要性に気付くことができました。 
 緊張する中、アクティブラーニングでの話し合い・意見交換・役割決

めでは、グループでお互いの意見を尊重するという「ブレーンストーミン
グ」を取り入れ、相手の気持ちを考える良い機会となり、一気に距離を縮
めることができました。1年介護福祉学科は十数名のアットホームな環境
に加え、多国籍の異文化に触れることも、年代の違う方との交流も可能で
す。この環境をプラスに捉え、それぞれが切磋琢磨・尊敬できる関係性を
確立し、私が目指すべき介護福祉士像を明確にしていきたい、と新たな目
標も見えてきました。 
 また、中村学園の学生としての自覚という点で、自から積極的に挨拶

や返事をするなど、当たり前の行動が当たり前にでき、基本的マナー・礼
儀や礼節を重んじることができるよう、日々の生活で意識して取り組む
努力をしていきたいです。学生生活のみならず、就職後のことも想定し、
信頼関係の構築は常に必要です。進んで自分から行動に移していく習慣
を身に付けていきたいと思います。 
 オリエンテーションから得られたこれら2点の気付きを念頭に置き、

2年間の学びの中で、信頼される介護福祉士となれるよう勉学・実習に取
り組んでいきたいです。 

子ども心理学科１年 薮﨑 叶実 

 私は、これからの学生生活で、日々、自分が掲げた「夢」を忘れずに過
ごしていきたいです。夢や目標がなければ、何事にも恐れを抱き、行動力
が薄れてしまうと思います。自分の人生も、自分でデザインできなくなっ
てしまいます。新入生オリエンテーションで行ったアクティブラーニン
グでは「よりよい就職をするためには」というテーマで意見を出し合いま
した。そこでは、自分だけでは思いつかなかった意見が多くあがり、「そ
ういう意見もあったんだ」と思い、一人ひとりが、自分の思い抱く価値観
とは違う別の価値観に出会うことができました。そして、よりよい就職に
向けての日々の取り組みのヒントを得ることができました。これから歩
む 3 年間という長いようで短い学校生活の中で、分からなくなったり立
ち止まったりした時こそ、落ち着いて、自分の成すべきことを思い出して、
初心を忘れずに精進していきます。 
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 学校法人 中村学園  editor．橋野・原木 

ＩＴゲーム＆ロボットシステム学科1年 小林 智 

入学直後のオリエンテーションを終え、決意を新たに、本学での生活を
頑張っていきたいと改めて思いました。以下に「より良い就職をするため
に」どうするべきかの私の決意文を記載します。この決意を胸に有意義な
学校生活を送りたいと思います。 
＜決意文＞より良い就職をするために必要なことは、自分を磨くことだ
と思います。自分を磨くといっても色々あると思いますが、私はコミュニ
ケーションと技術だと考えます。この２つはどちらか１つ持っていたと
しても駄目だと思います。技術があったとしてもコミュニケーションが
身に付いていなければ、もしかしたら仕事がもらえない場合があるかも
しれません。その逆もまた同じで、コミュニケーションがあっても技術が
備わってなければどうしようもありません。この２つは、すぐに身に付け
ようと思っても身に付くものではありません。ですから、これから始まる
授業でしっかりと予習復習をして基礎を身に付ける。そこから、応用が出
来るまで勉強を欠かさずやっていこうと思います。コミュニケーション
は違う学科の人たちにも声を掛けていけば、自然と身についていくと思
います。 

 

音響＆映像メディアクリエイト学科  山本 莞大 

私は、学校生活や企業見学の中で新しいことに挑戦し、なりたい自分を
見つけるために必要な知識や技術、能力といったスキルを工夫しながら
一生懸命学んでいこうと感じました。 
まず、受身な姿勢ではなく、積極性のある行動を意識して過ごそうと思

います。長期休暇の時には、様々な企業に足を運んでみたいと考えていま
す。その企業では実際にどういうことをしていて、どういう風に消費者へ
提供しているのかという点に着目しながら、自分のなりたい将来像を探
求したいです。それと共に、企業に対して自分をアピールして、企業側に
自分のことを知ってもらう良い機会でもあると考えています。 
また、人間関係の要点であるコミュニケーション能力も心掛けながら、

多くの人と接して、多くのことに興味を持ちたいとも考えています。 
何事にも諦めずにポジティブで自分の考えだけでなく協調性を持って、

充実した２年間を過ごしていきたいと考えています。 

 

５月の行事予定 

３日（日） 憲法記念日 
４日（月） みどりの日 
５日（火） こどもの日  
６日（水） 振替休日 
７日（木） 健康診断（進級年次） 
15日（金） 春季スポーツ大会（予定） 
２１日（木） 1CP「職場体験」 
 J検・B検CBT試験（17：00～） 
27日（水） 創立記念日 
28日（木） 1CP「職場体験」 

 
 

企画広報室より 
企画広報室 高橋 達也 

こんにちは！新年度が始まり１か月が経ちましたが、新入生の皆さん
は学校生活に慣れてきましたか？ 皆さん、入学したばかりの時よりも
『気持ちの良い挨拶』が出来るようになりましたね。『挨拶』はコミュニ
ケーションの基本です。また、就職活動中の学生の皆さん、就職活動の進
捗状況はいかがですか？ 新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり大
変ですが、手洗い、うがい等に配慮して、引き続き体調管理には十分に気
を付けて頑張りましょう。自分自身で限界を作らず、何にでもチャレンジ
して下さい。応援しています！！ 
さて、企画広報室では本学の学生募集として、オープンキャンパスの開

催や皆さんの出身高校への訪問など年間を通じて様々な活動をしていま
す。今年度の入学者の中にも、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
希望をもって入学した方もいたと思います。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、5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！ 

 
 

 

♪５月・６月以降の予定♪ 

◇ オープンキャンパス 

● ５月30日（土）１３：１５～１５：１５  

● ６月１１日（木）１７：００～１８：３０ 

● ６月２０日（土）１３：１５～１８：３０ 

● ７月 ９日（木）１７：００～１８：３０ 

◇ スペシャルオープンキャンパス 

① ７月１８日（土）１３：１５～１５：１５ 

② ８月 １日（土）１３：１５～１５：１５ 

③ ８月２２日（土）１３：１５～１５：１５ 

 

上記以外にも、個別での対応を行なっています。 

詳細につきましては、お気軽に学校まで、お問い合わせください。 

 

「非常事態」と言われる今こそ、「基本」を発揮できるか            

進路室長 橋野 幸男 

新型コロナウイルスの感染拡大で、就職活動をめぐる様相は一変しま
した。マイナビ、リクナビなど就活ナビが主催する「合同企業説明会」は
現時点で、5月末日まで中止。企業は採用スケジュールの組み直しや、採
用活動のオンライン化など採用手法の多様化を進めており、また今後、
「採用数」を見直す懸念もあります。 
例えば、株式会社ディスコ、キャリタスリサーチが実施した緊急企業調

査「新型コロナウイルス感染拡大による採用活動への影響」〔3月 26日～
30日、インターネット調査。回答企業数 864社〕。その一部を引用すると、  

①「採用予定数」への影響〔当初計画からの変更〕： 
「下方修正する見込み」9.0 % 、「未定・検討中」19.8 %  
           ⇔ 「当初の計画通り」70.6 % 

 ② 採用活動終了予定時期の変化： 
「大幅に遅れる見込み」12.7 % 、「やや遅れる見込み」39.3 %  
「わからない」22.2 %   ⇔ 「当初予定通り」24.2 %    

    …          …          … 
こうした状況下、採用・人事コンサルタントらが就活中の学生に対し、

新聞やWeb上で多くのアドバイスを行っています。例えば、1年・電子情
報の授業で紹介したものでは、   

a. 上田晶美〔ハナマルキャリア総合研究所代表〕、「エントリー先 どう 
増やす。ライバル会社で同業比較」 

b. 海老原嗣生〔雇用ジャーナリスト〕、「コロナで企業の採用は 。決し 
て氷河期ではない」 

更には、すでに2022卒向けに、次のようなコラムもあります。 

c. 桜井貴史〔ベネッセi－キャリア〕、「新型コロナウイルス問題を経
て、22卒就活はどう変わる？ 低学年からできることは？」 

どのアドバイスでも、奇策が述べられているわけではありません。就活、
更に言えば学生生活の本来のあり方、いわば「基本」が説かれています。
例えば、 

・「社会に出て行くに当たっての自分の軸」をはっきりさせる〔「就活の軸」、 
「職業観」〕    

・同業他社との比較〔授業でいつも「コントラスト」と表現しているもの〕 
で、当該企業への「志望理由」を深める〔業界研究・企業研究〕  

・自ら「機会をつかむ努力」をする〔自律性〕、など等 

実はこれらは、人事担当者が近年の学生に不足している・あ
るいは学生間で「二極化」していると指摘し続けてきた事柄で
す。もちろん、「Web面接」や「自己PR動画選考」など新たな
手法に対応していくことも必要です。しかし、それ以上に皆さ
んには「プロフェッショナル」を目指す専門学校生らしい、強
靭な「就活の基本」を発揮してほしいものです。 

 

♪オープンキャンパス開催について♪ 
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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

 

 

新型コロナウイルス対策！！ 

マスクをしよう！ 

 

手を洗おう！ 

 

消毒しよう！ 

 

換気をしよう！ 

 

距離を保とう！ 

 

み
ん
な
で
予
防
し
よ
う
！！

 


