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 学校法人 中村学園   裏面へ続く 

総合福祉学科・介護福祉学科 ２年生 
第４期実習を終えて 令和2年10月19日(月)～11月14日(土) 

【実習のテーマ】 

 介護福祉学科長 三嶋 秀子 

介護現場実習の集大成となる実習です。第３期実習と同様に受け

持ちを持たせていただき、介護過程の一連の流れを体験します。 

知識・技術等これまでの学びを総合的に駆使して、介護観が養え

る２０日間の実習となります。 

 

「介護実習の集大成として挑んだ実習」 

総合福祉学科 ２年 大柳 貴柾 

 第４期実習では特別養護老人ホーム 大東苑にて２０日間の実習をさ
せて頂きました。 
 今回は最後の介護実習であるため今までの学びを最大限に活かす場で
あると意識し、実習に臨みました。介護計画では、アセスメントを行い、
それを基に根拠を持って目標・具体策を考え、実施しましたが考えた通
りにはいきませんでした。 
しかし、利用者様から得られた反応を基に再アセスメントを行いまし

た。その過程において、改善策を練ったり、新たな具体策を考えたりし、
その重要性を学ぶことができました。介護技術では、利用者様の排泄介
助を一人行わせて頂く場面がありました。任せて頂けたことを嬉しく思
うと同時に、全責任が自分自身にあるというプレッシャーを感じながら
介助を行うことができました。また、エンゼルケアを見学させて頂いた
時に、看護師の方から利用者様の前での立ち振る舞いや表情など、「見ら
れている立場」としてのあるべき姿についても勉強させて頂きました。
現場でしか学べない視点や、思考過程等多くの事を学ぶことができ、あ
っという間に２０日間が過ぎていきました。 
今後は介護福祉の学びを基盤にし、社会福祉の学

びについて考えながら勉学に励みたいと強く感じて
います。 

 

「就職希望先での第４期実習」 

介護福祉学科 ２年 佐野 穂佳 
 今回の実習は就職を希望している施設ということもあり、介護の
知識・技術を高める機会というだけでなく、自分のことを施設の方
にアピールする良い機会にもなりました。実習の基本である笑顔で
の挨拶や身だしなみ、社会人として基本的なことは行うよう意識し、
第一印象でも自分をアピールできるよう努力しました。実習中は自
分にできることはもちろんですが、自分にしかできないことは何か
を考え行動しました。また介助の面でも自分で判断し積極的に行動
することができました。これらのことを意識し実習に取り組んだこ
とで、職員の方に褒めていただくことができ、結果として内定をい
ただくことができました。 

介護老人保健施設に就職するにあたり、私も多職種と連携を図り
ながら、利用者様の在宅復帰や身体機能の維持・向上を介護の面で
支援できる介護福祉士になりたいです。 

そして、就職までに今回の実習で感じた課題やもっと知識を高めた
いことを身につけていけるよう、意識しながら学習に取り組んでい
きたいと思います。 

 

子ども心理学科３年生が 
「メディックファーストエイド」を受講しました 

子ども心理学科 ３年 深尾 美友 
今回、メディックファーストエイドの講習を受け、身近にはとても多

くの危険があることを知ることができました。怪我等の対応方法の DVD
を見たり、講師の立川先生から体験談を聞いたり、援助の流れについて
学びました。そして、実際に人形やAEDを使用し、実体験に近い緊張感
のある雰囲気の中で実践していきました。 
 講習を受ける前は、怪我や事故・病気等で困っている人がいても、「私
が手助けしても何も役に立つことはない」と思い、見ているだけで行動
に移せなかったと思います。しかし、立川先生がとても分かりやすく教
えてくださったので、これからはできることを考え、少しでも役に立て
るように行動に移していきたいと考えられるようになりました。 
 今回の講習を通し、保育者として就職してから、子どもたちが怪我を
したり、万が一の事故が起こってしまったりした時に、焦らず落ち着い
て行動できると思います。多くの知識・技術を習得することができまし
た。 

 

 

 

「幸せの4因子」と 本学での学生生活 

                       進路室長 橋野 幸男  

先日まで「日本経済新聞」の「やさしい経済学」欄に、前野隆司氏が

『幸せ中心社会への転換』を連載していました（全 10 回）。同氏は大学

院教授として「ヒューマンシステムデザイン」の研究を行っていますが、

また、日本では数少ない「幸福経営学」提唱者の一人でもあります。「心

的幸福の因子分析」として、日本人 1,500 人に対し 87 の質問を行い、

その結果分析から「幸せの4つの因子」を抽出しています。その概要が

連載の第5回に紹介されていますので、以下に一部を抜粋します。 

 

いかがでしょうか。下線部を中心に、「建学の精神」「校訓」をはじめ

とする本学の教育方針・実践と符合している、と思いませんか。皆さん、

これらに則って過ごしている学生生活に自信を持ち、さらに、今後の取

り組みをリデザイン（目的に向けて最適化）していってください。 

なお、第6回では7月に発表された、同氏研究室×パーソル総合研究

所『はたらく人の幸福学プロジェクト』の概要が紹介されています。こ

こでは、働く人の「幸せの 7 因子」「不幸せの 7 因子」が登場します。

前者は「自己成長」「リフレッシュ」「チームワーク」「役割認識」「他者

承認」「他者貢献」及び「自己裁量」の7つです。「将来の働く」を見据

え現在の生活を設計する際に参考になるのではと思います。興味のある

方は、以下をご覧ください。  

 ⇒ https://rc.persol-group.co.jp/well-being/        
 
  

 

―  １つ目は「やってみよう」とする「自己実現と成長の因子」です。

やりがい、強み、成長などに関係します。 

―  2つ目は「つながりと感謝の因子」で、「ありがとう因子」といえ

ます。感謝する人は幸せです。また、利他的で親切な人、多様な友

人を持つ人は幸せです。 

―  3つ目は「なんとかなる」と考える「前向きと楽観の因子」です。

ポジティブかつ楽観的で、細かいことを気にしすぎない人は幸せで

す。リスクを取って不確実なことにチャレンジし、イノベーション

を起こそうとするマインド もこの因子に関連しています。 

―   最後は「独立と自分らしさの因子」です。「ありのままに」と考え、

自分軸を持って 我が道を行く 人は幸せです。 

１２月の行事予定 
 

1日（火） ORT臨地実習Ⅲ（～1/９） 

  3TW第6期実習（～12/25） 

5日（土） オープンキャンパス13:15～ 

  6日（日） 視能訓練士国家試験全国統一模擬試験 

 12日（土）社会人常識マナー検定JapanBasic 

 15日（火）オープンキャンパス17:00～ 

 17日（木）J・B検CBT17:00～ 

 19日（土）第3回入学選考/オープンキャンパス13:15～ 

 24日（木）PM：防災訓練、大掃除 

 

https://rc.persol-group.co.jp/well-being/
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学校法人 中村学園 editor 藪﨑 

 

企画広報室より 

企画広報室長 河内 嘉美 

 新型コロナウイルスに翻弄（ほんろう）されているうちに、2020 年

が暮れようとしています。これまでとは違う新しい生活にも、慣れたよ

うな、慣れないような…。そんな状況の中でも、学生のみなさんにはオ

ープンキャンパスをはじめとする広報活動に協力していただき感謝して

います。今年は参加者から「在校生に会えてよかった」という声を本当

にたくさんいただきました。緊張して来校した人も、みなさんの笑顔を

見てリラックスできたようです。最近は私自身も、オープンキャンパス

や広報活動に関することで学生から声を掛けられることが多くなり、と

てもうれしく感じています。現在オープンキャンパスでは、高校 1・2

年生スペシャル企画を開催中！参加してくれた高校生に「楽しかった！」

「この学校で学んでみたい！」と言ってもらえるよう、ぜひまたみなさ

んの力を貸してください！そして、コロナ禍で大変ですが卒業年度生は

集大成となる就活に頑張ってください。授業以外の学校生活も、一緒に

充実したものにしていきましょう♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

理事長・校長  中村 徹 氏 

 

 

祝 文部科学大臣表彰受賞 
  

全国私立学校審議会連合会「創立 70 周年記念式典」令和 2 年 10

月29日、萩生田光一文部科学大臣、田野瀬太道文部科学副大臣、小

池百合子東京都知事等が出席。 

「私立学校振興に顕著な功績、長年の功労」に対して、２回目とな

る文部科学大臣表彰及び全国私立学校審議会連合会会長表彰を受賞

者代表として中村徹学校法人中村学園理事長が賞状を受け取った。 

抱負「今後も学生一人ひとりの人格や個性を育み、本学『建学の

精神』『校訓』のもと、創意工夫でつくる特色ある職業実践教育によ

り、有為な人材を社会に排出していく」 

 

            経   歴  

団体歴（一部抜粋） 

 公益社団法人静岡県職業教育振興会(前静岡県専修学校各種学校教育振興会)  

会長就任 平成13年6月～平成29年6月 

 全国専修学校各種学校総連合会 

          副会長就任 平成18年7月～平成24年7月

全国専修学校各種学校総連合会中部七県ブロック協議会 

           会長就任 平成23年4月～平成29年3月  

 一般財団法人職業教育キャリア教育財団(前 全国専修学校教育振興会) 

         副理事長就任   平成21年1月～現在に至る 

 公益社団法人全国経理教育協会  

理事就任   平成24年6月～現在に至る 

  一般社団法人全国経理教育協会中部地方会(全国中部支部に移行)  

          副会長就任 平成24年6月～平成29年6月 

公 職（一部抜粋） 

静岡県私立学校審議会 委員就任 平成15年12月～令和元年11月 

文部科学省生涯学習政策局「専修学校教育の振興方策等」に関する調

査研究協力者会議Ⅰ･Ⅱ 委員就任 平成21年11月～平成23年3月 

 

文部科学省生涯学習政策局「専修学校振興のための財政措置の在り

方等」に関する調査研究協力者会議 

委員就任  平成22年7月～平成23年3月 

文部科学省生涯学習政策局「専修学校の質の保証・向上」に関する

調査研究協力者会議      

委員就任  平成24年4月～平成25年3月  

文部科学省高等教育局「学生の経済的支援の在り方」に関する検討会 

          委員就任  平成25年4月～平成26年3月 

文部科学省高等教育局「第4･5･6回ものづくり日本大賞」選考委員会

委員就任  平成23年7月～平成28年3月 

静岡労働局静岡新卒者就職応援本部会議 

           委員就任  平成23年4月～平成29年6月 

賞 罰 

文部科学大臣表彰「専修学校教育振興功労」平成27年7月10日受賞 

文部科学大臣表彰「私立学校振興功労」  令和2年10月29日受賞 

静岡県知事表彰「専修学校教育振興功労」平成26年5月21日受賞 

静岡県知事表彰「専修学校教育振興功労」平成19年5月29日受賞 

全国私立学校審議会連合会会長表彰「私学審議委員永年功労」 

令和2年10月29日受賞 

全国専修学校各種学校総連合会会長表彰「専修学校教育振興功労」 

平成17年7月11日受賞 

社団法人静岡県専修学校各種学校教育振興会会長表彰「専修学校教育振興功労」 

平成15年3月26日受賞 

 

                    令和2年11月1日現在 

                         

個別相談会 
保護者説明会 
同時開催 

中村徹元静岡県会長・平田眞一岡山県会長・小林光俊元全国会長・千葉 茂東京都会長  

後期AO入学選考 

【A日程】 

・エントリー期間：11月  9日（月）～12月17日（木） 

・結果発送    ：11月13日（金）～12月23日（水） 

【B日程】 

・エントリー期間：2021年1月12日（火）～2月19日（金） 

・結果発送    ：2021年1月18日（月）～2月26日（金） 

【C日程】 
・エントリー期間：2021年3月1日（月）～3月27日（土） 

・結果発送    ：2021年3月5日（金）～4月  2日（金） 

 
 

第3回入学選考 （出願は前日１５時まで） 

 12月19日(土) 特待生・自己推薦・一般・社会人・留学生 選考 

 ３月まで開催予定。以降の日程はＨＰでご確認ください 

 
 

オープンキャンパス 

 ・12月  5日(土) 13:15～15:30 

 ・12月15日(火) 17:00～18:45 

 ・12月19日(土) 13:15～15:30 


