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専門学校 静岡電子情報カレッジ
静岡福祉医療専門学校
● 進路室より

●

令和２年度 学生募集
入学願書受付開始！！

企画広報室 高橋 達也
皆さん、こんにちは！今年度も半分が終わりました。前半を振り返って
みて、いかがでしょうか。就職活動や資格取得など、年度初めに掲げた目
標達成に近づくことができているでしょうか。コロナ禍で自粛や色々と
社会的な束縛がある中ではありますが、残り半年、悔いのないように充実
した毎日を過ごしましょう！
さて、本学ではいよいよ入学選考が始まります。今年度も『AO 入学選
考』
『指定校推薦選考』
『特待生選考』
『一般選考』
『自己推薦選考』
『社会
人入学選考』
『留学生選考』と多彩な選考方法で実施します。高校生がオ
ープンキャンパス等で来校した際には、ぜひ声をかけてあげてください。
皆さんもそうだったと思いますが、高校生は緊張して来校します。皆さん
の「声かけ」で、少しでも緊張をほぐしてあげて、入学選考でもよい結果
が出せるように応援してください。
また、今後もオープンキャンパスや説明会を継続して開催します。皆さ
んの周りの後輩や家族、兄弟姉妹等、電子情報や福祉医療への道を志す方
がいれば、ぜひ本学のオープンキャンパスへの参加をお勧めください。
特に、最近は『社会人の学び直し』での入学も増えています。一度就職し
て社会に出たけれど、新しい道にチャレンジしたい！という方を本学で
は全力で応援します。本学のどの学科でも『学び直し』へのチャレンジは
できます。
また本年度から新しい奨学金制度「ＣＡＮスカラシップ」制度がスター
トしました。学校内外での活動を通して、
「企画力」
「洞察力」
「統合力」
「問題発見・解決力」等を身につけ、
「自ら考え、問題解決」でき、社会
に出てから組織の中で、一歩前に出てリーダーシップが発揮できる人材
養成を目的とする制度です。N-CAP に選抜された方は今後の学校生活で
より気を引き締めてがんばっていきましょう。
皆さんの明るい笑顔、元気なあいさつが、何よりも中村学園を象徴する
魅力の１つです。学校生活だけでなく、これから就職活動、そして就職後
にもぜひ継続し、中村学園を学内外にアピールしてください！

「WEB 活用」で 採用選考は どう変わってきている？
☆第１回入学選考 日程および出願受付期間 のご案内☆
◇入学選考日：10 月 24 日（土）
特待生選考、指定校推薦選考、自己推薦選考、
一般選考、社会人選考、留学生選考

◇願書受付：10 月 1 日（木）～23 日（金）15 時(必着)
◇ＡＯ入学選考エントリー 10 月 5 日（月）15 時まで

☆オープンキャンパスのご案内☆
◇10 月 ３日（土）１３：１５～
◇10 月１３日（火）１７：００～
◇10 月 2９日（木）１７：００～
※第 2 回目以降の入学選考日程・オープンキャンパス
の詳細は HP・募集要項をご覧ください。

１０月の行事予定
10 月１日（木）

３日（土）
１３日（火）
1４日（水）
１５日（木）
１9 日（月）
２２日（木）
２３日（金）
２４日（土）
２９日（木）
２８日（月）

入学願書受付開始！！
福祉（ＣＰ・ＯＲＴ以外）卒業生を囲む会（13:30～）
２CP 保育実習Ⅰ（施設）（～10/10）
ORT 臨地実習Ⅰ（～１０/31）
オープンキャンパス（１３：１５～）
オープンキャンパス（１７：００～）
秋季スポーツ大会（このはなアリーナ）
本館・２号館 床面清掃/消防設備点検
キッズハウスひかり「交通安全教室」
２TW・CW 第４期実習（～11/14）
J・B 検 CBT（17：00～）
漢字検定
第１回 入学選考
第２回 視能訓練士の会
オープンキャンパス（１７：００～）
「キッズハウスひかり」創立記念日

進路室長 橋野 幸男
「学生も 企業も問われる 変化力」 （業種： 電子・電機）
株式会社ディスコ『2021 年新卒採用に関する企業調査〔中間調査、2020 年
7 月〕
』の、
「人事担当者川柳」に掲載された句です。全作品 420 のうち、世相
が反映された 11 句が紹介されていますが、冒頭句以外では 6 句が「オンライ
ン」
「WEB」を詠った内容でした。
「静岡新聞（朝刊）
」9 月 18 日の『大自在』
にも、
「就活面接でもネット活用が一気に広がった」として、次の川柳が引用
されています。
「ウェブ面接 止まる回線 止まらぬ汗」
「オンライン 親が近くで カンペ出し」
また、マイナビ調査の「就活生に聞いた、今年流行った『就活用語』
」では、
5 位に「WEB 面」
〔
「WEB 面接」の略〕が入り、ランク外でも「テレ就活」
〔
「テレワーク」+「就職活動」
〕といった言葉が挙がっています。
‥
‥
‥
今年度、新型コロナウイルス感染拡大の影響で急速に活用が広まり、学生
も人事担当者も戸惑った「WEB 説明会」
「WEB 面接」
。以下ではこれに関連
して、毎年「求人票」を下さる S 社の事例を紹介します〔劇場・ホール・催事場などの運
営管理、放送設備・機器などの操作運用。東京都港区、従業員 575 名〕。
「予定数に達したので、募集終
了といたします」との連絡メールの中にある情報です。
「今年はコロナという予想だにしなかった環境下、弊社の主力事業のいずれ
の部門においても影響を多大に受けており、経営環境も大変厳しくなって
おりますが、新卒採用に関しては何とか例年並みの水準を維持したいと臨
んで参りました。
そんな中、例年を上回るペースでの応募があった一方で、選考試験にお
いては対面での面談が難しい状況となり、WEB という手段の中でなかな
か学生の皆さんの本質を見極めるには材料に乏しく、非常に選考に苦慮い
たしました。
結果として、例年ならば選考において当落線上は引き上げていたところ
を、今年に限っては保守的な判断をせざるを得ず、多くの応募学生の皆様
に対して大変心苦しい結果となってしまいました。
」
いかがでしょうか、皆さんはこのコメントから何を学びますか。
‥
‥
‥
今後は、「対面と WEB の併用〔ハイブリッド化〕」が進むと言われています。そし
て WEB 面接については、対面に比べて次のような点が指摘されています。
・面接自体が簡素に； 対面面接の最頻値 45～60 分間 ⇔ WEB 面接 30～45 分間
・応募学生の表情や雰囲気を正確に把握しづらい
・取得可能な情報が減少するため、見極めの難易度が上がる、など
なお、上述の 2 点は、学生が企業を理解する上でも同じです。
さて、こうしたことから、学生へのアドバイスとして、
・WEB では『仕事がデキそうな雰囲気』は伝わりにくいので、対面より
話す内容や質、論理展開が重視される
・Before コロナ以上に学生時代の経験を語ることの重要性が増す。学生
時代に独自の経験をすること、そしてそれを内省し、魅力的に語れるよ
うにすることが重要になる
などの声が多方面から聞かれます。
従来以上に、意識的な学生生活の過ごし方、自分らしさを自分の言葉で伝
えるコミュニケーション力が大切になっています。次年度卒業年次の皆さん
は、こうしたことを踏まえて今後の就活準備を計画してください。

学校法人 中村学園

NO.2 へ続く

第３８８号

ＣＡＮジャーナル
総合福祉学科
介護福祉学科 １年 第１期実習 令和２年 9 月２日～9 月 1１日

静岡福祉医療専門学校 実習報告
～技術・知識、技能を身に付ける～

実習の目的

介護福祉学科長 三嶋 秀子

入学して初めての介護現場実習となります。利用者様の暮らしや住まい等
の日常生活の理解や多様な介護サービスの在り方が学べるように、３日と
２日に分かれて合計５日間、２か所の実習先で主には見学実習となります。

総合福祉学科３年 第５期実習

実習の目的

令和 2 年 8 月 18 日～9 月 18 日

総合福祉学科長 磯野 博

社会福祉主事任用資格取得のための実習として、実習施設・機関での社
会福祉援助技術活動の実際を学ぶとともに、第４期までの実習を深める
よう対象者（個人及び集団）の生活問題や課題への具体的な援助方法を学
び、相談援助の知識・技術をもった福祉専門職の養成を目指します。
自分を見つめ直すことができた第５期実習
総合福祉学科３年 深澤 恵理
私は初めての相談援助実習を通し、介護とは違った学びだけでなく、実習
で目的を明確にすることの重要性を実感し学ぶことができました。
今回私は「家族支援」
「社会資源を活用した支援」をテーマに特別養護老人
ホームで実習をさせていただきました。施設内にあるショートステイやデイ
サービス、居宅支援事業所など様々な部署を見て回り、職場実習、職種実習、
相談援助実習の学びを深めました。入退所の手続きに立ち会わせていただき、
家族への支援方法も学びました。
また、事故防止委員会やリーダー会議に参加して、職員の方が意見交換を
行う中、職員のストレス軽減が事故防止に繋がるのではないかと自分の考え
を持つことができました。その他にも、対象者様とその人を取り巻く環境に
目を向け、ケアマネジャーや実習指導者様との相談のもと、アセスメントか
ら計画の立案といった個別支援計画も作成しました。
指導者様からのスーパービジョンを受けた際、私は、実習の目的意識を明
確にして取り組めていない事に気づかされました。自分の実習の取り組み方
について振り返り、アドバイスをもとに、わずか数日の間でしたが、目的意識
をもって取り組むことができました。目的意識を持つことで実習の学びが違
積極的な実習の学びとなり、
「達成感」
や「やりがい」を感じられ、より学びの
深い実習ができたと思いました。
「何を
学ぶのか」
「何を身につけたいのか」
「何
をすべきなのか」目的意識を持って、次
の６期実習につなげていきたいと思い
ます。

総合福祉学科１年 大木 萌夢
私は今回、利用者様とたくさんコミュニケーションをとり、
「利用者様につ
いて理解すること」を目標に実習を行いました。
初めての実習という事もありとても緊張していましたが、明るく接してく
ださる利用者様が多く、自然と緊張もほぐれていき、スムーズに利用者様と
コミュニケーションをとることができました。
重度の利用者様がおり、コミュニケーションをとる事が難しい場合は、
アイコンタクトや、体に触れるなどの非言語的コミュニケーションを使って
関わることができました。その中で、会話が続かなかったり、ペーシングが上
手く行えないなどの課題もでてきたので、２期実習で生かしていきたいです。
５日間の実習でしたが、多くのコミュニケーション技
法を使った利用者様とのコミュニケーションを通じて、
介護福祉士の役割についても理解することができまし
た。１期実習の経験を生かし、これからもより勉強に励
み、２期実習を迎えたいです。

介護福祉学科１年 松本 心南
私は第 1 期実習先として、祖母が入所している「介護老人保健施設」を選
び、実習準備や体調チェックを行う予定でした。しかし、直前に（新型コロナ
の影響にて）実習が中止、急遽別の「特別養護老人ホーム」へと実習先を変え
るという事態に陥り、仕方のないこととは分かっていながら、気持ちの整理
や不安感を拭いきれず、実習初日を迎えました。
５日間という短い実習でしたが、３日間入所施設、２日間デイサービスを
体験し、私は苦手としている『コミュニケーション能力の向上』に重点を置
き、精一杯受け答えを行いました。
初日は、不安と緊張で押し潰されそうでしたが、利用者様も職員の方も皆
優しく、私を温かく受け入れてくださったことで、実習生である私を必要と
してくれている方がこんなにもたくさんいるという現実を目のあたりにし、
言葉では言い表せられない喜びと、感謝の気持ちが溢れてきました。実習評
価で、良い評価をいただくことができ、次回の第２期実習でも同施設にて「基
本的介護技術の習得」に取り組みたいという目標が生まれました。
今回の実習で、私は「ありがとう」と言ってくださる
利用者様への感謝の気持ちが、私を一回り成長させてく
れたように感じています。今から次回の実習が待ち遠し
くてたまりません。次回の実習でも更なる成長に繋がる
よう勉学に励み、第２期実習では初日から全力で取り組
んでいけるよう、がんばりたいです。
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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
視能訓練士学科 １年 第一ひかり幼稚園実習 令和２年9 月９日

実習の目的

視能訓練士学科長 山村 慈

・子どもの心と体の発達について観察する
・子どもの心に寄り添った対応をするための
保育者の言葉かけや関わり方など、コミュニケーションを学ぶ
・子どもの視力を測定する上での言葉かけや関わり方を学ぶ
視能訓練士学科 小山佳寿枝
私は、小児を対象として検査をするのは今回が初めてで不安もありま
したが、検査に協力的な園児達だったこともあり、なんとか検査を行うこ
とができました。今回の経験から小児の視力検査は、注意点や観察ポイン
ト、臨機応変に工夫して対応しなければならない場面などが多々あるこ
とがわかりました。改めて視力検査は基本であり、とても難しい検査だな
と感じました。子供がリラックスして検査ができよう、表情や言葉遣い、
話すスピード、飽きさせないように早く正確に行いながら頭の位置や片
眼がしっかり見えないようになっているかを確認しなければならないな
ど、並行してチェックすることが、今回の幼稚園実習を振り返ると十分に
できていませんでした。今後はそこを課題に
頑張りたいと思います。
１０月からは臨地実習が始まるので、今回
の幼稚園実習のように、多くのことを吸収で
きるように努めたいと思います。

専門学校静岡電子情報カレッジ
インターンシップ報告
IT ゲーム＆ロボットシステム学科１年 マハルジャン リトゥ
日本の会社はどんなところか、私の技術は通用するのだろうか、などの疑
問を解消するため、インターンシップに参加しました。今回参加したのは
「株式会社サンロフト」という、静岡（焼津市）で Web サイト制作・システ
ム開発を行っている会社です。コロナの影響で残念ながらオンライン中心で
の実施でしたが、２週間で様々なことを学べました。
その中でも、チームで行ったアプリケーションの開発が印象的です。短い
時間で、チームで給食管理アプリの制作に取り組み、企画打合せ、開発、プレ
ゼンまで行いました。技術面の成長も感じましたが、皆で協力して完成させ
ることができたことが凄く嬉しかったです。
また、
日本企業について知ることができるい
いきっかけになりました。今回のインターン
シップを通じて、プログラミングの技術面で
は CSS と呼ばれるコンピュータ言語の力不
足、それ以外では日本語で書く日報の大変さ
を感じました。日本の企業で働くには高い日
本語能力が必須になるので、
今後も専門的な
勉強もしつつ、並行して日本で働くためにも
日本語の勉強に力を入れていきます。

学校法人 中村学園
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● コラム
今月号より、静岡福祉医療専門学校顧問の神田均先生ご紹
介の書籍を神田先生のコメントともにご紹介します。

理事長・校長 中村 徹
１０月号のテーマ
「新型コロナ時代への適応と地域」With コロナ時代の地域社会
（Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ ２０２０年７月号 （一部抜粋））
著：日本福祉大学副学長 原田 正樹氏
新型コロナウィルス感染症とどう向き合うか。感染予防か、経済活動化の
議論が盛んになされるが、もうひとつ、私たちの社会が分断されないように
注視しなければならない。感染症対策が行き過ぎると「隔離」が強化され、
経済支援が遅れるほど「格差」が増大されていく。このまま社会的分断が進
んでしまってはならない。このような状況下で、どう「つながり」を維持し
ていくことができるかは、大きな課題である。
私たちの意識、つながりと共生社会
ＣＯＶＩＤ－１９（新型コロナウィルス感染症）とどう向き合うか。４月
当初、ウイルスとの「戦争」とか、
「闘い」といった勇ましい見出しが躍っ
た。少し落ち着いてくると、感染症とは戦い、倒すべき敵なのか、といった
言説が広がり始めた。ウイルスとどう「共存」していくか、その知恵こそが
必要である、といった With コロナの視点である。
社会福祉関係者が心を痛めた出来事に、関係者の差別・偏見がある。２月
の当初、感染が広がり始めたとき、最初に感染した人が悪いという風潮が広
がった。感染者がウイルスを撒き散らしたとして、濃厚接触者が特定され、
「隔離」されていく。結果として、関係者は「世間」に対して「ご迷惑をお
かけしました」と頭を下げる映像がニュースで流される。感染した人のこと
を案じ、家族も含めて本人が安心して治療に当たることができるように整え
なければならないのに、社会はヒステリックになって感染した責任を責め立
てる。結果として、最前線で働く医療や福祉の関係者までもが差別の対象に
なっていく、私たちはハンセン病の歴史から何を学んできたのだろうか。
とはいえ目に見えないものは不安である。日本赤十字社では、
『新型コロナ
ウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～』
（森光
玲雄監修／２０年３月２６日初版）を発行している。この感染症には「病気」
（生物的感染）
、
「不安と恐れ」
（心理的感染）
、
「嫌悪・偏見・差別」
（社会的感
染）という３つの側面があり、この３つは連鎖している。それをそれぞれ断ち
切らないといけないというわかりやすいイラストで伝えている。こうした状
況下だからこそ、人権教育や福祉教育を見直し、本当に私たちに必要な「学

び」は何かを見直さなければならないのではないか。生涯学習施設が使用で
きなくなって久しい。しかしまさにコロナ禍にあって、これまでの社会教育
の成果と課題が問われているのである。
感染予防か、経済活動化の議論が盛んになされるが、もうひとつ、私たちの
社会が分断されないように注視しなければならない。感染症対策が行き過ぎ
ると「隔離」が強化され、経済支援が遅れるほど「格差」が増大されていく。
このまま社会的分断が進んでしまってはならない。このような状況下で、ど
う「つながり」を維持していくことができるかは、大きな課題である。
世界保健機構（ＷＨＯ）は３月、
「ソーシャル・ディスタンス」から「フィ
ジカル・ディスタンス」という言い方に改めた。日本でも４月２２日の専門家
会議から、フィジカル・ディスタンスを「身体的距離の確保」という言葉で用
いた。ところが日本のマスコミでは、今だに「ソーシャル・ディスタンス」と
いう用語を使っている。大事なことは、社会的距離を作ることではなく、むし
ろ人と人のつながりを大切にしながらも、感染予防のための身体的物理的な
距離はとりましょう、という主旨である。感染予防はしっかりしながら、でも
「つながり」は大切にしようというメッセージである。
相談支援の現場で
福祉や医療の現場から、今回の一連の対応は「まるで災害のようだ」と言わ
れる。たしかに災害対策基本法では感染症は含まれない。しかし、今の状況を
災害と捉えて対応した方が、整理がつくことが多々ある。
災害時、災害対策本部は、
「被害状況の把握」
「対応方針の決定」
「資源の確
保と分配」
「広報、情報発信」
「組織、部門間の調整」
「庁外との連携」などを
行う。まさにこのことが、日々変化する状況のなかで行われている。
相談支援の現場では、今まで（日常では）関わっていない多くの住民たちが
窓口を訪れるようになり、その人たちの相談は多岐にわたり、今困っている
という切羽詰まった住民を目の前にして相談員たちは奮闘している。しかし
ながら、具体的な支援にあたって、▶行政や組織の方針が決まらない▶現場に
丸投げで判断を避ける▶現状を把握しようとせずに、国からの通知だけ押し付
ける、あるいは、▶いつまで経っても情報が届かない▶何よりも関係者による
支援会議すら開催することができない―――といったことが相談員のストレ
スに拍車をかけている。まさに対策本部が機能していないのである。
相談支援の現場で共通するのは、コロナ禍のもとで医療だけではなく、福
祉分野が非常事態を起こしている、もしくは数か月先にそれがおこるであろ
うという指摘である。
【中略】
また福祉の事業所では、感染予防対策に神経を使い、それでもクラスター
が発生したところもある。そのための職員たちのストレスや負担感。何より
先述したように、周囲の住民からの心ない言葉を向けられることが辛いとい
う。
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一方で、こうしたときに庁内連携の力を発揮して、独自の対応をしている
行政もある。例えば、滋賀県野洲市は山仲善彰市長のリーダーシップのもと
対策本部が設置され、困窮した市民への相談については、市民部市民生活課
が中心になり他の課や市社会福祉協議会などのネットワークを活かしながら、
まさに重層的な支援を行っている。
豊中市社協（大阪府）では、
「離れていても つながろう」を合言葉にした
YouTube チャンネル「豊中社協 TV」を立ち上げ、今できるボランティア活
動を市民に提案したり、さまざまなメッセージを届けている。
全国に先駆けて「新しい生活様式の下での地域活動再開に向けたガイドラ
イン」も示した。
改定された社会福祉法では、従来の高齢、障害、児童あるいは生活困窮とい
った分野ごと縦割りの相談や地域づくりではなく、横断的包括的な支援がで
きるような仕組みとして「重層的支援体制整備事業」が法律（社会福祉法第１
０６条の４）に定められた。
それぞれの分野別計画が縦割りで策定されるのではなく、常に他計画のこ
とを視野に入れながら、重複している施策を統合し、地域で必要な施策を創
出していくことが必要である。そのために、まさに今の時代だからこそ、自治
体の地域福祉の将来像を構想できるチャンスである。
ウイルスはそれ自体が差別をするのではない。差別をするのは人間であり、
社会である。またそれは絶滅させたり、戦って勝ったり、負けたりするもので
もない。近い将来ワクチンが開発されるであろうが、また新手のウイルスが
発生する。結果として、人間がウイルスとどう付き合っていくかが問われて
いるとすれば、With コロナという途を探していくしかないかもしれない。２
０２０年、日本にとって共生社会へと大きく踏み出す一歩が幕を開けたので
ある。
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神田先生のコメント

コロナ禍の中で地域福祉を如何に進める力
コロナの感染が拡大傾向にある中で、感染対策が強化されれば、と
かく「隔離」や「格差」が増大し、福祉増進より反対の「社会的分断」
が進むおそれがあります。
社会全体がヒステ。ｌｌ、ｋリックとなり、時として福祉や医療の
最前線で働く関係者にまで差別や偏見の対象とする事例が起こるこ
とは、何としても防がなければなりません。
永年、福祉教育・ボランティア学習学会でお付き合いをいただいた
日本福祉大学副学長の原田正樹さんからお手紙と共に、月刊誌への
寄稿文をいただきました。福祉関係者にとりましても大事な課題で
あると思いました。
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