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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

進路室より 

いよいよ 採用活動が再開！ 成長途上の自分を信じて チャレンジを            

進路室長 橋野 幸男 

 皆さんは、テレビＣＭ に興味がありますか。私が好きなものを挙げれば、
日本コカ・コーラ㈱・ジョージア（缶コーヒー）の「世界は誰かの仕事で
できている。」（2014年～）や、サッポロビール㈱・黒ラベル（生ビール）
の「大人エレベータ」（2010年～）などのシリーズＣＭ でしょうか。 
 前者の今年は「TOKYO 2020も、誰かの仕事でできている。」ですが、
残念ながら同オリンピックは（今のところ）翌年へ延期となっていますね。 
 後者は、次のコンセプトのもとでシリーズ制作されています。 
―  「大人の★生」をコミュニケーションテーマに掲げている「サッポ   
ロ生ビール黒ラベル」は ～ 「自分なりの価値観を持った大人同士が
飲むビールである」という価値を訴求するため、架空の「大人エレベ
ータ」に乗り込んだメインキャラクターの妻夫木聡さんがフロア数
に応じた年齢の大人たちに出会い、 ～ 「大人」というテーマについ
て本音で語り合うCMを展開 ～ 。」 ―  

そのなかでもお気に入りは、2017 年 4 月から放映された 27 作目、元
サッカー選手・中田英寿さん（当時40歳）のもの。                         
   Q： 自分のことを好きですか？ 
  A： 好きですね。― でも、好きですというより、自分のことを信じて   

あげないと。 
    好きなことを見つけて、自分を追い込む。その、追い込んだ量で

しか自分を信じられないから。 
  Q： アシストとゴール、どちらが大切？   
  A： アシスト！ やっぱりそこは、人を喜ばせる、自分だけにしか分 

からない快感がある。 
  Q： ライバルは必要ですか？ 
  A： 必要ないです。理想の自分と、現実の自分でずっとライバルで居

続ける。  
  Q： 世の中で、無駄だと思うことは？ 
  A： 分からないことを心配すること。何十年後のこととか。それより

も今頑張ろうよ。 
  ある人はこの CM について、「しなやかさとストイックさを持ち合わ
せた、中田ヒデらしい名言が次々と繰り出されるCM」と評しています。 
          …          …          … 
 さて、彼の言葉を「自分が選んだ分野で専門性やマインドを向上させつ
つ、その成果を持って就職活動に挑もうとしている」皆さんに贈ります。
皆さんは日々の研鑽で、「今日の自分と明日の自分がライバル」として成
長を企図しています。 

5月21日発表の、㈱リクルートキャリア「就職プロセス調査・2020年
5月15日時点内定状況」に、次のような解説があります。 
 ― ゴールデンウィーク明け頃から、最終面接まで Web 選考で行うこ
とを決めた企業が増え始め、選考が進んでいた理系学生への内定出しが
行われたと考えられそうです。  
   また、緊急事態宣言が解除になった地域も多く、企業は採用活動を再
開する案内を始めています。― 
 
 

 同日の 2 年・電子情報の授業では、この下線部分に関する本学での実
例（求人票 E-037 の企業など）や、同日付「静岡新聞」に企画広告とし
て掲載された『静岡県就活新聞』を紹介しました。さあ、いよいよ走り出
すときです。先輩たちとは異なって厳しい面も多い就活環境ですが、成長
している自分を信じて果敢にチャレンジしてください。 
 

企画広報室より 

令和3年度学生募集 
ＡＯ入学選考6月1日（月）エントリー受付スタート！！ 

企画広報室 松本 郁世 

徐々にではありますが、自粛から新しい日常への変化が始まりました
が、皆さんはいかがでしょうか？卒業年度の学生の皆さんは、就職活動
がスタートします。これまで以上に体調管理をし、邁進してください。 
さて、6月1日（月）から令和3年度募集のAO入学選考エントリー受

付がスタートします。高校でも5月下旬より徐々に学校生活がスタート
し、進路についてもこれから検討を始める生徒さんも多いと思います。
なかなか学校にも登校することができず、進路の相談をする場も限られ
た中で、悩んでいる後輩もいると思います。そこで是非、皆さんのこれ
までの進路活動、本学での実習、学校生活などが役に立つことがあると
思いますので、相談にのってあげてください。 
また、本学でもオープンキャンパスを毎月開催する予定となっていま

す。体験授業に参加することにより自分の進路に確信を持ち、進学して
もらえると思います。 
同じ道を目指す後輩がいれば、是非、本学のオープンキャンパスへの

参加を勧めてあげてください。 
「なりたい自分」を目指し、一緒に学校を盛り上げていきましょう。 

♪オープンキャンパス ６月以降の予定♪ 

◇ オープンキャンパス 

● ６月１１日（木）１７：００～１８：４５ 

● ６月２０日（土）１３：１５～１５：３０ 

● ７月 ９日（木）１７：００～１８：３０ 

◇ 夏のスペシャルオープンキャンパス 

① ７月１８日（土）１３：１５～１６：００ 

② ８月 １日（土）１３：１５～１６：００ 

③ ８月２２日（土）１３：１５～１６：００ 

 

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！！ 

 

 

 

 
６月の行事予定 

 ２日（火） ３CP「教育実習事前研修（～6/4） 
 ４日（木） １CP「職場体験」（第一ひかり幼稚園） 
 ６日（土） 後援会総会 

 社会人常識マナー検定  
 １１日（木） １CP「職場体験」 

  オープンキャンパス（１７：００～） 
 15日（月） ３CP「教育実習」（～7/25） 
 ２５日（木） 1CP「職場体験」（第一ひかり幼稚園） 

  J検・B検CBT試験（17：00～） 
 28日（木） 1CP「職場体験」（第一ひかり幼稚園） 
 

 
 

 

世界で猛威をふるう新型コロナウイルス。 

本学も登校自粛、休講措置を実施しました。みなさんは、この突然

できた“時間”をどのよう過ごしましたか？ 

 今月号では、みなさんが「“自宅学習”期間に取り組んだこと、考え

たこと」について掲載します。 

「コロナウイルス感染症の蔓延によって社会はどう変化したのか」 

             総合福祉学科３年  野田 一颯 
 昨今の新型コロナウィルス感染症の蔓延により、私達が就職しようと
している福祉・医療業界でも様々な問題が起きています。自宅に出向いて
各種サービスを行う訪問系のサービス従事者は、自分がウィルスを媒介
してしまうことで利用者を危険にさらしてしまうことを最も危惧してい
ます。そのような不安の中で従事している方に対し、不特定多数の人間と
接触があるからとアルコール消毒液を過剰にかける、自分の子どもを近
づけさせない等、根拠に乏しい偏見を持って接する人も増えています。サ
ービス提供者の感染リスクが一方的に高まる中、さらにサービス提供者
を感染の媒介者だと、偏見差別、誹謗中傷が広がっているのです。 
 一方で、外出自粛、テレワーク等が呼びかけられる中、在宅ですべてが
事足りる生活を支えるために、奔走している方たちがいます。そして、そ
のような業務に従事する方達は、現状平常時に請け負っているサービス
利用者が負担するはずだった手間に加えて、ウィルスへの感染リスクも
背負って私たちの生活を支えてくれている、ということを正しく理解し
なければなりません。また、そのような有事の際にも働かなくてはならな
い方達に対し、適切な感染対策を行い、サービス利用者に周知させること
で、理不尽な偏見や感染者狩りから守ることができるのではないかと考
えています。偏見や差別は、社会全体を蝕むものであると、現在の社会の
混乱から教訓として私は学びたいと思います。 
「準備と計画」と「力の把握」の大切さから学んだこと   
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 学校法人 中村学園  editor．橋野・原木 

総合福祉学科２年 大杉 優香 

 私は自宅学習期間中に自分で課題を設定しようと考えました。自

宅では普段、自室で過ごす事が多いため、家族との関わりを充実させたい

と思いました。私の両親と姉は日中仕事に出かけます。自粛休校となって

いる高校生の妹、中学生の弟が自宅に残ります。そこで私は、２人に昼食

を作ることを日課にしました。料理に使える食材を把握するために、冷蔵

庫等を確認したり、食材管理を行っている母親から聞いたりしました。実

際に作るメニューは、２人のその日の体調等を関わりから探ったり、希望

を聞き決め、調理をしました。毎日昼食を作る事によって得られたものは、

家族間での円滑なコミュニケーションの図り方と、段取りを決めて効率

良く行動するための計画力です。段取りを決め、効率良く行動するための

計画力は、社会人基礎力の「課題に向けた解決プロセスを明らかにし、準

備する力」と似ていると気が付きました。決められた時間の中で物事を成

し遂げるためには、自分の力を十分に把握することが必要であると考え

ます。自身の調理する力を考え、調理時間がどのくらいかかるのかを計算

する事で丁度良い時間で料理を提供できるようになっていきました。 
今回の自宅学習期間の中で「準備と計画」はセットであると改めて感じ

ると共に、自分の物事に対する力を把握する事の難しさを痛感しました。 
６月２２日からは、第３期実習が始まります。今回の学びから得られた

ものを活かし利用者本位の本質が理解できるように取り組んでいきたい
です。 
 
〝医療・福祉現場での集団感染〟から考えたこと 

介護福祉学科２年 望月真琴 
私は、自宅学習期間中に、ニュースでも多く取り上げられている「医療・

福祉現場での集団感染」について関心を持ちました。 
医療・福祉現場には既往歴や現病をもつ方が多く、コロナウイルスに感

染してしまうと重篤化してしまう場合があります。命を守るためにも、現
場での集団感染という事態はとても深刻な問題であると感じました。 
これから介護福祉士として、社会に出て福祉現場で働くうえでコロナ

ウイルスだけでなく様々な感染症を現場に持ち込まないために、感染予
防策の手洗い・うがいを見直すことにしました。手洗いは約20秒行うの
が効果的といわれています。しかし、実際に時間を計ってみると、自分の
手洗い時間が短いことに気づきました。手のひらで手の甲だけでなく、指
のつけ根・爪の中など細部にも意識した手洗いに今後改めていかなくて
はいけないと考えました。また、学校に登校した際や授業後など、学校に
いる時間にもなるべく手洗い・うがいを行い、常に自分が感染しないよう
に心がけていきたいです。 
自分自身の体調管理を行うことは自分の体だけでなく、利用者様の体

を守ることにもなります。手洗い・うがいという身近な感染症予防を徹底
して行い、コロナウイルスや流行性の感染症予防対策として心がけてい
きたいです。 
 卒業までの 1 年間の中で自分の持つ介護観をより明確にし、利用者様
の命を守る専門職としての自覚を持ち続けていきたいと思います。 

子ども心理学科３年 川口 稜夏 

私は、自宅学習期間中に、各科目の課題や保育教材の製作に取り組みま
した。 
 児童虐待について具体的な事例をもとに自分の考えをまとめたり、職
業についての学びを深めるプリントをまとめるなどの課題に取り組みま
した。虐待については自分が思っていたよりも酷い事件が多く、衝撃を受
けました。最近のニュースでコロナウイルス感染症による自粛が原因で、
虐待が増加していると知りました。どうしたら虐待を防ぐことができる
のかなど考えることができました。 
 保育教材の製作では、教育実習で使う自己紹介カードやペープサート、
スケッチブックシアター、うちわシアターなどを作りました。普段は学校
やバイトでゆっくり作る時間をなかなかとることが難いのですが、今回
の自宅学習中は時間がたっぷりあったので多くの教材を作ることができ
ました。今まで知らなかった教材をインターネットなどで調べることも
行い、自分が演じることのできる幅が広がりました。いくつかの保育教材
を作ったことで、６月からの幼稚園教育実習が楽しみになりました。 
 また、知的障害を持つ母親や養子縁組をテーマにしたドラマを観まし
た。これらのドラマから、将来私自身が支援する立場となるので、もっと
障害や児童養護などへの理解や学びを深める必要があることに気付かさ
れました。 
 この自宅学習期間で感じたこと・学んだこと・取り組んだことを、今後
の生活や実習に生かしていきたいと思います。 
 
“自宅学習”期間中 に 取り組んだこと、考えたこと“  

 子ども心理学科２年 瀧戸佑香 
自宅学習期間中は、学科で課題として出たレポートと指導案作成にと

ても苦労しました。今までは、授業の中でわからないところは先生方にそ
の場で教えていただいたり、行き詰ると文を一緒に考えてくださったり
といつも支えてくれていました。でもいざ自分ひとりでやるとなると、不
安になりどこをどうやって書いたらいいのか、どんなふうにまとめたら
いいかなどを考えるのが大変でした。これから先もずっと誰かに頼らな
いとできないということにならないように、自分で色々考えてやること
の大切さを学ぶことができました。出された課題をただ「やればいい」と
考えるのではなく、なぜこの学習が必要なのかを考え、自分のためやって
いるという気持ちをもってこれからの課題、授業に取り組みたいと思い
ます。 
そして、今は新型コロナ感染症の影響でたくさんの人が困っていて、遊

びに行くことはもちろん、外出することもほとんどできません。バイトも
仕事もできない状態が続いていて経済的にも本当に大変です。感染した
人は家族にすら会えないという辛い時間を過ごし、大切な命が危険にさ
らされています。まず、感染しないように、手洗い、うがいをすることが
第一であると感じました。一人一人が自分と自分の周りの人を守るため
に、感染予防の『3密』を避けコロナにならないように意識して行動した
ら、少しでも感染拡大を防げると思うので、気を付けて行動しようと改め
て思いました。 
今回の自宅学習での経験から、自分で考えて行動することの大切さを

学べたので、それを意識して生活していきたいと思います。 
 

 

音響＆映像メディアクリエイト学科２年 柳下 美保 

私は自粛期間中に学校からの課題に加え、自主的に検定の勉強を行う
など、この時間を有効に活用できる様に意識して、生活をしました。 
 学校からの課題としては作品を制作するにあたり欠かすことのできな
い著作権の知識や今まで学んだ音響の知識を活用し、映像から演出やス
テージ構造の読み取るといった内容に取り組みました。自分の認識が間
違っていたことを再確認する良い機会となると共に、今までの学習の復
習ができました。 
 また、課題のほかに、検定の勉強を行いました。社会人常識マナー検定
が控えていたこともあり、この対策に集中的に取り組みました。6月の検
定合格へ向けて有意義に時間を使うことができました。 
 私たちは今年度就職活動を行い、進路を決定しなければなりません。就
職状況としては厳しい１年となりそうだと感じている為、就職活動へ向
けた準備として企業研究や履歴書の作成などを始めとして、将来を意識
したスキルの向上と自己研鑽にも活用し、この情勢に負けない様に今後
も努力をしていきたいと思います。 
 
長期休暇に行ったこと、考えたこと 

ITゲーム＆ロボットシステム学科２年 青木 徹平 

卒業年次なのに就職活動ができていないことに不安を感じていたため、
近場のハローワークに行って相談をしてきました。ハローワークでは５
月上旬現在の他者の就活状況を教えてくれ、他の人もできていない状態
だと言っていました。しかし、学校では活動を行っている会社もあると聞
いていたため、あまり安心せず、着々と就活を勧められるように Web で
企業の募集状況を確認するなど準備を進めていきたいです。 
また、年々、夏のように熱くなる時が多くなり、その暑さは自然も感じ

ているようで、タケノコが例年以上に採れました。今年も例年同様４月上
旬にタケノコ掘りに行ってきたのですが、５月になってもまだ生えてい
ると連絡があったので長期休暇中にもう一度行ってきました。例年なら
４月中に採り終わるのですが、５月にもつれ込んでタケノコ掘りをした
のは初めてのことだったので驚きました。これは年を重ねるにつれ、地球
温暖化が進行しているのではと考えてしまうほど異様なことだと感じま
した。 
地球温暖化やコロナウイルスなど世の中が変わりつつあり、私たち生活
も変化が必要となっています。ＩＴの技術を用いて、世の中の問題を解決
できるよう、就職活動を頑張っていきたいです。 

新しい生活様式を取り入れて、みんなで予防しよう！ 


