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令和 3 年度 総合福祉学科・介護福祉学科 面接指導
令和 3 年 6 月 3 日（木）
「目的が明確化した面接指導」
総合福祉学科 ３年 大柳 貴柾
今回の面接指導にあたり、自分が伝えたいことを具体的に言えるよう
に準備してきました。事前の授業では、言いたいことが抽象的で良い部分
が見えづらいという指導を受け、自分にしかない強み、個性とは何かを考

総合福祉学科・介護福祉学科１年 第１期実習を終えて
令和３年６月７日(月)～令和３年６月１８日(金)

【テーマ】
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ケ所の
実習先で主には見学実習となります。

えました。面接指導では、自分の力全てが他人より優れているように言う
のではなく、
「これだけは誰にも負けない」と思うものを見つけることで
自信をもって本番に臨むことが出来ました。
私の強みは「協調性」です。多職種と連携し、利用者様やご家族を支援
する際に活かせると考えています。今回、自分の強みがどのような場面で
活かせるのか具体的に伝え、相手の興味・関心を自分に向けることが、就
職活動では重要であると学びました。今自分のやるべき事、目的をはっき
りさせることができました。もう一度、自分の将来の目標を再確認し、具
現化を図るために、本番に向けてまた新たな自分の「強み」を作っていき
たいと思います。
事前準備をすることで余裕が生まれ
“ 笑顔 ”が面接の最大の売りになる
「面接指導を終えて」
介護福祉学科 ２年 和田 茉也
6 月 3 日に面接指導が行われ、多くのご指導をいただく中で、特に「自
信」をもって伝えることの大切さを学びました。話をする際、内
容だけでなく表情や態度でも印象がガラッと変わってきます。上手く答え
ようとするあまり、話す内容にばかり気を取られ、表情や態度に気が回ら
ず、自信がないように見られてしまうという現状があからさまでした。
コロナウイルス感染拡大を受け、マスク着用が日常化している今、声も
通りにくいことで尚更面接を受ける際の注意点が浮き彫りとなりました。
自信を持つためには自分の強みを最大限に活かす手段を明確にし、自
己実現を図っていくプロセスが大事になってきます。そしてそれを自分
の言葉でしっかりと伝えるだけの準備
が整えば、自ずと声の大きさにもつな
がり、自信として内面からも意欲が湧
き上がってくるのだと実感しました。
もう一度自分を見つめ直し、学んだこ
とを就職活動だけでなく、日ごろの生
活や実習にも活かしていけるよう、努
力していきたいです。

総合福祉学科 山本 葵
「利用者様の立場になって考え、利用者様の気持ちに寄り添うこと」
これは第１期実習を通して、私が一番大切だと感じたことです。利用
者様一人ひとり全く違う人間であり、利用者様一人ひとりの特徴や暮
らしていた環境、今までどんな人生を歩んでいらっしゃったかなど全
く違ってくると感じました。利用者様とコミュニケーションを図る上
で、利用者様の特性を知り、自分の価値観を押し付けずに利用者様を
否定せず、声かけをするためにはどのような対応をするのかをしっか
り学び、次回の実習では改善したいと感じました。利用者の不安の気
持ちや心配な気持ち、焦りの気持ちを受け止めるためには利用者の立
場になり、利用者様の気持ちに共感することで、利用者様が少しでも
安心することができると感じました。
今回の実習で大切だと感じたことを忘れず、次回の実習に繋げてい
きたいです。
介護福祉学科 村越 悠
入学してから初めての実習ということもあり、上手くやっていける
かという不安で頭の中はいっぱいだった。しかし、職員の方の説明や
利用者様との交流から多くのことを学び、自分に少しだけ自信を持つ
ことができた。
特に学ぶことができたと感じたのは、利用者様とのコミュニケーシ
ョンだ。最初、利用者様とはどのように会話をしていけば良いのか分
からなかった。職員の方に聞くと、自分のことから話していけば良い
と助言をしてくださったので、まずはそこから始めてみようと試みた。
すると、利用者様は想像していた以上に話をしてくださったので、自
分を伝えることの重要さを実感した。
他にも、非言語的コミュニケーションの活用、小さな声かけの大切
さ、利用者様への小さな配慮など様々なことを教わり、経験すること
ができた。次回の実習では、学んだことを活かし、今回できなかった
こともできるようになりたいと感じた。
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新型コロナ感染症緊急経済支援金を受けて
ＩＴゲーム＆ロボット創造学科 ２年 マハルジャン リトゥ
コロナ禍という大変な時期、留学生へのご支援をありがとうございま
した。去年はコロナでバイトのシフトが少なくなり、生活費が減ってしま
いました。
いただいたご支援で、学校の授業で使う教材を購入することができま
した。今もコロナの影響がありますが就職活動をすすめています。これか
らもがんばっていきます。
介護福祉学科 ２年 エンジェリナ バタウ
発生から１年経った今でもコロナウイルスがありますが、私がこの学
校に入るときにコロナウイルスが流行り始めました。私たちは留学生な
ので、アルバイトをがんばって学費と生活費を払わなければなりません。
でもコロナのせいでアルバイトの時間が少なくなってしまいました。
生活費は困りごとになりました。大変でしたが、学校から生活費の一部を
いただいて本当にありがたかったです。
そして、コミュニケーションを取ったり難しい授業を理解するために
日本語の授業もあってよかったです。学校が私たちのことをわかってく
れて、感謝しています。本当にありがとうございます。

1 日（木）CP 卒業生を囲む会
2TW・CW 第 3 期実習（～7/24）
2 日（金）漢字能力検定
4 日（月）B 検①
8 日（木）オープンキャンパス 17:00～
15 日（木）CP 面接指導
17 日（土）社会人常識マナー検定 Japan Basic
SP オープンキャンパス① 福祉 13:15～
電子１４：00～
キッズハウスひかり am「夏祭り」
22 日（木）海の日
23 日（金）スポーツの日（オリンピック開会式）
26 日（月）3TW 第 5 期実習（～8/28）
29 日（木）J・Ｂ検 CBT16:30～
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増えている「BtoB 企業」のテレビ CM、
「採用戦略」も関係？
進路室長 橋野 幸男
6 月 14 日の「Yahoo！ニュース」に、以下の記事がありました。企業
の「採用戦略」という点からも興味深いものです（なお、
「～」は「中略」
を示す）
。
タイトルは、
「
『♪素材の会社は AGC』
。 BtoB 企業がこだわる“社名
連呼 CM”の真意」
。
― 広瀬すず が出演する CM『A ではじまり C でおわる素材の会社は

AGC』や『AGC を知ってるかい？』が、
「耳に残る」と話題になってい
る。AGC 株式会社（旧・旭硝子株
式会社）の CM と言えば、～ 今回
はさらにシンプルで、企業名を連
呼するというもの。
同社は「B to B 企業」
（企業
間取引を主とする会社）であり、
一般消費者をターゲットにしてい
るわけではないが、それにしても
扱う商品の説明もなければ、企業
のイメージアップを図るような
美辞麗句もない。昨今 増加している BtoB 企業の CM とは何のためにあ
るのか？ 同社に聞いた。―

― 同社に限らず、昨今 BtoB 企業の CM はとみに増加しているように

見える。AGC と似た手法で社名認知を図る「日清紡」や「日野自動車」
、
企業が目指すところを描く「クボタ」
、アニメのストーリーが印象的な
「大成建設」
。ほかにも、～ 。なぜ、このような現象が起こっているの
だろうか。―
AGC 担当者は、こう述べています。
― 企業によって目的はいろいろあると思います。とにかくターゲット

は広く、学生からビジネスパーソンまで認知を広げたいと考える BtoB
企業が増えているのかもしれません。また、BtoB 企業は一般消費者と
のつながりが薄いため、なかにはリクルート（人材募集）で苦労する
企業もあるのかもしれません。そのため、リクルートの対象である高
校生や大学生に、社名を知ってもらいたいという意図もある と思いま
す。―
‥
‥
‥
同様の取り組みを行ってきた地元企業を“清水区つながり”で挙げれば、
株式会社アイエイアイ（IAI、小型産業用ロボットの開発・製造）や、靜
甲株式会社（包装機械・冷間鍛造部品等製造）などがあります。皆さんも
目にしたことがあるのではないでしょうか。
企業は「コロナ禍収束後には、基調としての『人手不足経済』が再び鮮
明になる」と認識しており、
「2023 卒」向けの採用活動イベントである
「インターンシップ」にも注力しています。傾向的に 18 歳人口〔※〕
、若
年労働力が減少していくわが国では、
「皆さんの活躍への期待が大」です。
しっかり実力を身に付け、さらに広く情報収集を行っていってください。

ちなみに、広瀬すずさんは清水区出身の女優・ファッションモデル、姉
の広瀬アリスさんも同業ということは、皆さんのほうが詳しいでしょう。
AGC株式会社は、
世界最大手のガラスメーカーで、
三菱グループの一員、
※ 18歳人口推移の予測（リクルート進学総研「マーケットリポート・2021年3月号」から）
東証一部上場企業。2018 年 7 月に、現社名に変更。現在の CM は、広瀬
2020 年 2024 年 2025 年 2030 年 2032 年
すずさん出演では第 3 弾のもので、6 月 12 日から放映されています。
106.3
109.0
105.0
102.4
18 歳人口（万人） 116.7
同社の広報担当者はこう答えています。
100.0
91.0
93.4
89.9
87.7
指数
― 以前の社名のわかりやすさに比べ、ずいぶん認知度が下がってしま

ったんです。まずは以前と同じレベルで社名を知っていただきたい。そ
のためには、CM のメッセージを絞り込む必要性がありました。～ 放
映直後の効果としては、新しく AGC の社名を認知していただいたり、
お取引先様との間で話題になったり、社員が自分の子どもから『お父さ
んの会社の CM だね』と言われて、うれしかったとの声もありました。
社員のモチベーションアップにもつながっていますね。―
‥
‥
‥
さて、同記事は解説の中で、
「リクルートに苦労する会社も … 。BtoB
企業が CM で認知度アップを図る理由」という見出しの下、こう書いて
います。

Ｎｏ．２
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企画広報室より

企画広報室 小林 昌人

7 月になりました。実習が終わった皆さん、これから実習に向かう皆さ
ん、大変な日々が続くと思いますが、皆さんの実習でのがんばりが就職に
もつながります。暑さとコロナ対策のマスク着用で熱中症にならないよ
うに気をつけながら、がんばりましょう！
さて、
7月、
8月は夏休みスペシャルオープンキャンパスを開催します。
スペシャルオープンキャンパスでは、在校生や卒業生、企業の方々にも協
力をいただき、将来目指す仕事、職業についてより深く知っていただく機
会にしたいと思います。在校生の皆さんにも協力していただき、アシスタ
ントをお願いする予定です。これまで開催されたオープンキャンパスに
参加している高校生からは、
「在校生の様子が知りたい」
「先輩と話をして
みたい」という要望が多く集まっています。在校生の皆さんの中にも「オ
ープンキャンパスで先輩たちが優しく接してくれて入学を考えた」とい
う方もいらっしゃると思います。高校生だった頃を思い出しながら、先輩
としての経験や進路選びのアドバイスを伝えていただきたいと思います。
また、現在 AO 入学選考のエントリーを受付中です。皆さんの周りで
福祉、医療、IT、エンタメ分野に興味ある方がいれば、ぜひ声をかけてあ
げてください。まずは夏休みスペシャルオープンキャンパスへ参加して
いただき、一緒に仕事や職業についての理解を深められたらと思います。
一緒に楽しく体験授業などを通して、進路を決定していければよいです
ね。一人でも多くの方に本学の魅力について知っていただき、この中村学
園を一緒に盛り上げていきましょう！

◇オープンキャンパス
進みたい分野を考えよう
・７/ ８（木）両校１７：００～

◇スペシャルオープンキャンパス
業界で活躍中の人の話を聞いて進む分野を決めよう
①７/１７（土）福祉１３：１５～
電子１４：００～
②８/ ７（土）福祉１３：１５～
AO 入学選考
電子１４：００～
エントリー受付中‼
③８/２１（土）福祉１３：１５～
電子１４：００～
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♪
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