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１年学年主任 子ども心理学科担任 井上 充子 

 令和 3 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、学内キャンパスにて「新入生

オリエンテーション」を実施しました。新入生研修として御殿場国立中央

青少年交流の家での宿泊研修を予定していましたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止対策により、今年度は学内でのオリエンテーションお

よび研修を行いました。 

今回の研修では、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、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』

の具現化に向け、「自分自身の目標を再確認し、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」の学びについて考え

ました。「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

ージを確認し自らが学ぶ姿勢を身に付けられるよう、同じ目標を持つ仲

間同士で活発に意見を出しあい、研修が進められました。 

新入生にとって期待と戸惑いの交差する時期でしたが、レクリエーシ

ョンでは学科を超えた交流もでき、留学生も共に仲間となり有意義な研

修となりました。 

 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。 

 

夢を叶える第一歩のために 

ＩＴゲーム＆ロボットシステム学科 井口 果紀 

私は『希望する企業に就職するため』に学生生活で意識したいことを３つ

定めました。 

１つ目は人との繋がりを大切にすること。世の中に貢献してきた人は、他人

に優しく、縁を大切にしている方が多いです。人との接し方を意識し気を付け

ることで、私自身がもっと関わりたいと思われる人になりたいです。 

２つ目は時間の使い方。時間は限られています。より効率的で濃い時間を

過ごすため学習する内容の選択をしたり、付き合う人を選んだりする必要が

あると思います。 

３つ目はギブ精神を絶やさないこと。見返りは求めず周りに「与える」「還元

する」ことの大切さを教わりました。「頂く」ことに注力しがちだが、ギブ精神を

大切にすることで今後何か生かされることがあると思います。 

これ以外にも、資格の取得、語学学習、技術力向上等様々なことに視点を向

けることで、より良い就職をし「多くの人が健康で幸せになって欲しい」という

夢を叶える第一歩を迎えたいです。 

 

 

音響＆映像メディアクリエイト学科 山口 明日香 

今回の研修をうけて、今後の学校生活で頑張っていきたいことが２つ

あります。 

１つ目は、「意欲的な行動」です。何事に対しても意欲的にチャレンジ

していけば必要となる知識や技術はもちろん、それ以上のものを身に付

ける事ができると思います。また、意欲的な行動をすることで多くの経験

を積み、なりたい自分に近付くことでより良い就職をすることができる

と思いました。 

２つ目は「礼法」です。自分のためにも他人のためにも礼法によって良

いコミュニケーションを築くことができると思います。また、より良いコ

ミュニケーションを築く為には、挨拶を心掛けていく必要があります。友

人や先生に明るく笑顔で挨拶をすることができれば、良い信頼関係を築

くことができます。しかし、今の私は目を合わせて明るい挨拶をすること

ができない時があります。今後の学校生活で意識をしていきたいと考え

ています。 

この２つのことはより良い就職をするために必要なことであり、私に

足りない部分だと思っています。その為、この２つを特に意識し、研修で

得た知識を今後の学校生活はもちろん、社会人になってからも意識し続

け、なりたい自分になれるよう精進していきたいと思います。 

 

総合福祉学科 久米 薫 

  オリエンテーションに参加して、今までと意識が大きく変わりました。

アクティブラーニングを行って、福祉に携わる人はどのような人にならな

ければいけないのかということを文字や言葉で周りの人に伝えたことで、

今何をやらなければいけないかが、よりはっきりしました。利用者様のニ

ーズを把握し、利用者様一人ひとりに合った支援を提供できるよう、まず

は利用者様について理解をしなければなりません。利用者様とたくさんの

コミュニケーションを図り、利用者様にとって一番の理解者になれるよう

努力していきたいです。そのためにも学校生活から、笑顔で周りの学生や

先生方と接し、常に向上心を持って授業・実習・ボランティア・アルバイ

トに取り組みたいと改めて強く考えました。3

年間で自分の長所は伸ばし続け、短所は少しで

も強みに変えられるように努力を重ねていきた

いです。 

また、同じ夢を持つ仲間と切磋琢磨しながら、

利用者様に寄り添える社会福祉士になりたいで

す。 

 

 

介護福祉学科 平澤 蒔士 

アクティブラーニングで仲間と話し合い、本学で専門知識や技術、積極
性、コミュニケーション能力を身につける必要を強く感じました。専門知
識・技術を身につけるためには、授業をしっかり受け、分からないことは
「なぜそうなるのか」先生方に聞き、前向きな姿勢で勉学に励みます。 

また、実習を通して経験を積み、技術をものにしていきたいです。積極
面では、困っている人がいたら自らすぐに手を差し伸べるということを
当たり前にしていきたいです。コミュニケーション能力では、コミュニケ
ーションの基礎となる挨拶を仲間同士でするのはもちろんのこと、先生
方にもしっかり挨拶をしていきます。また、アクティブラーニングを通し
て、仲間の大切さ・話し合うことの大切さを知ったので、仲間の相談を聞
いたり、自分も相談するなど、助け、助けられるそんな関係を築いていき
たいです。 

子ども心理学科 小林 裕菜美 

 今回の新入生オリエンテーションでは、「より良い就職をするために」

というテーマでアクティブラーニングを行いました。私は役割分担でリ

ーダーを務め、意見をまとめることができるか不安でしたが、グループの

みんながそれぞれの考えや思いをたくさん出してくれたので、自分とは

違う意見も聞けてとても勉強になりました。活発な意見をもとに 

協力して特定要因図をまとめ発表することが出来、人前で話すのが苦手 

な私はとても緊張しましたが、よい経験になりました。 

また、研修の中で自ら考えて行動することも大切だとわかり、ネガティ

ブではなくポジティブに前向きに考えることで少しずつ苦手を克服し、

行動を改めていきたいと考えています。「挨拶・礼儀」についても信頼関

係の構築のために、これからは積極的に挨拶し礼儀を重んじることがで

きるよう、日々の生活の中で意識して取り組んでいこうと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 新入学生オリエンテーションを行いました 令和3年4月5日（月）～4月9日（金） 
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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 松本 郁世 

こんにちは！新年度が始まり１ヶ月が経ちましたが、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。『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の影響もありまだま

だ大変ですが、手指消毒・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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の就活は、「早期化」と「質重視」に留意を 

進路室長 橋野 幸男 

「日本経済新聞」4月19日（朝刊）は、同新聞社調べ「主要企業・今年
度採用計画」について、次のように報じています（下表の「新卒採用・2021

年度」は、「2022年3月卒の採用」）。 

 

 同社サイトの「朝刊1面を読もう」では、そのポイントをこう解説して
います。 

 

また、㈱リクルート・就職みらい研究所『就職白書2021』の「7. 企業
の採用活動 2022卒の見通し」では、次のような見出しを掲げています。 

・採用予定数は前年同数、採用基準は厳しくなる見通し 

・採用スケジュールは20年卒以前並みに 

・卒業後3年以内、通年採用などの実施予定が増加 

 同様に、㈱マイナビの『2022年卒 企業新卒採用予定調査』でも、冒頭
の「TOPICS」で以下のように要約しています。 

  ・WEB活用が拡がり、採用スケジュールはコロナ禍前に戻る 

  ・採用予定数は「前年並み」が最多だが、「質」にこだわる傾向が強まる 

      ‥          ‥          ‥ 

新型コロナウイルス感染拡大の終息が未だ見通せない現在、「就職氷河
期が再来するのでは」という懸念が払拭されているわけではありません。
しかし、「従来から人手不足が深刻な分野」や、「コロナ禍によって加速し
た構造変化の好影響」を受けている産業（デジタルテクノロジー、デジタ
ルサービス、デジタル関連機器、etc.）などでは、採用意欲の強さが鮮明
です。なお、業界・企業ごとに採用増減などの差が大きい現況を、教育・
就職ジャーナリストの石渡嶺司氏は 4 月 12 日の「YAHOO！ニュース」
に、「22卒は『まだら氷河期』～5つのポイントとその対策は～』とうま
くまとめています。 

 電子情報学生の就活は、静かに最盛期となっています。WEB活用で採
用活動は前倒し、電気自動車（EV）やデジタル化など新たな事業領域を
担う人材を求めている、したがって質重視に ― 。こうした点を十分に踏
まえて、入念な準備を行なって活動してください。 

 日本社会の現状と将来について想うこと   

静岡福祉医療専門学校 顧問 神田 均 
 

 平均寿命が男女平均で約 85 才の日本は、世界一の長寿大国と言わ
れ、「人生100年時代」が到来したと言われております。 
 併し一方において、「超少子化・超高齢化社会」の到来によって、今
後は医療・福祉対策に問題山積です。 
 今尚収束をしない新型コロナ問題に関連して、差別事例も発生して
おります。かつて日本はハンセン病差別や、部落差別等を行って来ま
した。 
 その他性差別・障害者差別・外国人差別等、新憲法制定から 70年
以上経ても、今尚、後を絶たないのです。 
 又かつて日本社会の「福祉のかくれ資産」とも言われた、家族や近
隣相扶の思想も、過客過疎の進行で孤独・孤立が進行し、次々と問題
が発生しております。 
 この程恩賜財団「済生会理事長」の炭谷茂さんより、新聞論説のお
手紙をいただきました。 
 お互い共に考えなければならない課題と思います。 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

私は、性差別、障害者差別、部落差別、外国人差別などの人権問題につい

て、長い間勉強し、人権向上の活動に取り組んできた。しかし、日本の状況

は、今回の女性差別のように古くから存在する問題が解決しない一方、新型

コロナ感染者に対する差別のように新しい問題が次々に発生する。 

 日本の人権問題が改善しない原因は、人権に対する基本的認識が不十分な

ことにあると思う。人権について理解すべき重要な点がいくつかある。 

 第１は、人権は人間が尊厳を持って生きていくために不可欠なことだ。 

あるシンポジウムで「日本人の人権意識は軽すぎる。私たちにとって命の保

障は、財産でも武力でもなく人権だけだ」と痛烈に言われ、本質を理解した。 

 例えば自分の子どもがいじめに遭うと、人権の重要性を認識する。健康は、

病気になって初めてありがたみを知るのと同じように、侵害されて、その重

要性を知る。 

 第２は、人権はあらゆる活動の上位に立つ価値であることだ。憲法は人権を

守るために制定される。政治や行政の活動は、憲法に従い人権を尊重しなけ

ればならない。 

 第３は、人権水準は常に向上していくことだ。戦後の新しい人権として、よ

うやくプライバシー権が登場した。その後、環境権やパワハラ・セクハラの被

害防止など次々に新しい人権が確立した。 

 差別発言があると、発言者の弁明は「差別するつもりはなかった」である。

これでは人権は後退するだけで、発言者には「人権を向上させる意志は持っ

ていたのか？」と問いたい。 

 今回、日本の女性の社会的地位は、国際的に極めて低いことが明らかにな

った。一人一人の努力がないと、日本が「人権立国」になることは見果てぬ夢

に終わってしまう。 

 2021年度 増減率 2020年度 増減率   

新卒採用計画・総合計 前年度比 3.0 ％  同左  ▲1.4 ％ 

     大学卒  

     専門学校卒 

     4.4           2.6 

          8.1         ― 

中途採用計画      16.0    9.9 

【新 卒】  

・世代偏り回避へ、一定数採用 

・デジタル人材の争奪戦に 

・電機や車は拡大、旅行は抑制  

【中 途】 

・DX推進へ専門人材確保 

 ・製造業の伸び目立つ 

 ・鉄道は大幅減、温度差も  

◇オープンキャンパス 

・５月１３日（木）１７：００～ 

・５月２９日（土）１３：１５～ 

・６月１２日（土）１３：１５～ 

・６月２４日（木）１７：００～ 

・７月 ８日（木）１７：００～ 

ご希望に応じて自宅にいながらの個別対応・オンライン相

談やオープンキャンパスを開催しております。 

お気軽にお問合せください☆ 
北日本新聞 令和3年2月21日 時論：炭谷 茂 （一部抜粋）  

◇スペシャルオープンキャンパス 

①７月１７日（土）１３：１５～ 

②８月 ７日（土）１３：１５～ 

③８月２１日（土）１３：１５～ 


