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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

令和３年度 子ども心理学科 卒業生を囲む会 

令和３年７月１日（木）実施 

【卒業生】 

・田尻りささん（Ｈ２８卒）中田おひさまの森保育園 …保育士 

・石川大雅さん（Ｈ２９卒）ドリームキッズふじ   …施設保育士 
・岩崎智華さん（Ｈ３０卒）第一ひかり幼稚園    …幼稚園教諭 
 

●現在の就職先を決めた理由は何ですか？ 
 田尻先生：人間関係が良いところで働きたかった。気になるところは自

主実習へ行って、先生たちの様子を見るようにした。 
石川先生：会社の中に、放課後デイと成人の就労支援があり、連携して

いるところが決めてになった。 
 岩崎先生：教育実習で行ったことがきっかけ。指導していただいた先生  

に憧れて、幼稚園教諭の仕事に魅力を感じた。 
 

●どんな時にやりがいを感じますか？ 

田尻先生：大きな行事。子どもの成長を感じることと、職員みんなで準備し

て作り上げてきたことで、子どもや保護者の笑顔を見られること

が、自分たちの喜び。 

石川先生：自分たちの支援が、その子の成長につながっていると感じる時。

障害や一人ひとりの状態に合わせて試行錯誤しながら支援して

いる。成果が出た時、やっていてよかったと感じる。 

岩崎先生：小さなことでも、子どものできることが増えた時。 
 

●実習に行くための心構えと実習から得たこと、もっと努力すべきだっ
たと感じることは？ 

田尻先生：ポジティブな気持ちで。リアルな現場の様子を知ることができ、

自分がどこに向いているのか考えるきっかけになる。 

石川先生：大きな目標を立てて達成しようとすること。環境や、子どもの様子

を見ずに部分実習はできない。積極的に質問をする。 

岩崎先生：わからないことや疑問に思ったことはその時に積極的に確認する 
 

●学生生活で身につけておくべきこと 

 田尻先生：人間力・人柄。知識だけではなく、礼儀や思いやりなど、人として

の力。たくさん吸収できる大きな器のある人の方が良いと感じる。 

石川先生：ピアノ。ピアノが得意だと、就職

の選択肢も広がるのでは。 

岩崎先生：ピアノ。子どもの顔を見ながら弾

き歌いをするとなるとできなくな

ってしまう時もあるので、学生の

うちに練習しておくべき。 

子ども心理学科 ２年 山田 菜津季 

  今回、保育園・幼稚園・放課後等デイサービスで現在勤務されてい

る、卒業生のお話を聞かせていただきました。職場で身に付けたことや

学生生活の中でやっておくべきことなど、様々なことを学ぶことができ

ました。 

 子どもとのかかわりの大切さはもちろんのこと、「自分自身の人間性

を高めていくことが大切」という先輩の言葉が印象的でした。保育の現

場に出た時、いろいろな保育の方法があるなかで、それらを素直に自分

の力として吸収すること、謙虚な気持ちを常に持つことの必要性を理解

することができました。 

 保育の現場では、子どもから学ぶことが多くあり、日々学べることが

あるということを教えていただきました。子どもとのかかわりを大切に

し、感じたことや学んだことを活かせるように、柔軟な心を持ち続けよ

うと思います。日々、子どもと共に成長できる保育者になれるように、

今後も努力していきたいと思います。 

 

幼稚園教育実習を終えて 
            令和3年5月31日(月)～6月25日(金) 

子ども心理学科 ３年 瀧戸 佑香 

3年間の集大成として静岡市清水区にある『日本平幼稚園』で4週間の

幼稚園教育実習をさせていただきました。今回の実習では、｢保育者がど

のような声掛けや援助をして子どもと関わっているのかを学び、実践す

る｣ 、｢子どもがどんな遊びに興味を持ち楽しんでいるのか、また、どの

ように友達と関わり遊びを展開していくのかを学び、部分実習や責任実

習に活かす｣の2つを目標に取り組みました。 

   日本平幼稚園は自然に囲まれていたので、子ども達と自然の中での遊

びを楽しんだり、遊びの展開を体験したりすることが出来ました。始め

は、部分実習や責任実習が上手くできるか、日誌や指導案はしっかり書

けるかなど、たくさんの不安がありました。しかし、保育者と子どもが

関わる中での声掛けや言葉がけ、援助の仕方などを学び、実習の中で実

践することが出来ました。緊張と不安から始まった実習でしたが、職員

の方や子ども達の大きな支えがあったからこそ、乗り越えることが出来

ました。実習の最後には、先生方と子ども達から、心のこもったプレゼ

ントをいただき達成感を味わうことが出来ました。 

   今回の実習で経験したことを活かし、就職した際には、

子どもの興味に気づき可能性を伸ばせるような保育者にな

れるよう努力したいと思います。 

 
 

社会福祉法人 静岡いのちの電話（平成 11年5月創設）  

広報誌 48号より （一部抜粋） 

「東日本大震災から10年」 静岡いのちの電話 理事長 中井弘和 

岩手県陸前高田市の奇跡の一本松の傍らに、啄木の三度目の歌碑が建

てられることを最近知りました。歌碑には「頬につたふ、なみだのごわず、

一握の砂を、示しし人を忘れず」が刻まれるそうです。～中略～ 

3.11を経験して、わたしたちは「本当に大切なことは何なのか」や「日常

の普通のことの大切さ」を思い知ったはずでした。暗黙の裡に、人が自然

や人と共生して生きる社会が到来することを期待もしました。しかし、そ

うはなりませんでした。経済格差や貧困、最低の食糧自給率もその例に挙

げられるでしょう。日本社会は、経済至上主義の風潮から軌道修正できな

いままのようです。その上、新型コロナウイルスに襲われたのでした。 

 誰にも知られず褒められもせず、日常生活の中で苦しみ悲しむ人たち

に寄り添い、手を差し伸べる、というのがいのちの電話の基本的精神です。 

 いのちが大切にされる新しい時代や社会を創ることに繋がっていくと

信じ願っています。 

 

 

 

 

 

 

静岡福祉医療専門学校 顧問 神田均 

コロナ禍で自殺者が増加している報道があります。 

①「いのちの電話」とは  

 様々な悩みや、精神的な危機などに直面した時、身近に相談できる相手

がなく孤独と不安の中で苦しむ人たちと、電話を通じて心を通わせ励

まし乍ら、その本人が解決の方向を見出していかれるよう手助けをす

るボランティア活動である。 

②「いのちの電話」の歴史 

（1）昭和 28 年（1953 年）ロンドンで始まる  

（2）昭和 46 年（1971 年）日本では東京に第 1 号開局 

（3）昭和 61 年（1986 年）国内 25 番目に「浜松いのちの電       

話」開局  

（4）平成 11 年（1999 年）「静岡いのちの電話」 

（5）全国に 49 局開局 

※私は「静岡いのちの電話」に創設時より広報を

して参った人間の一人です。 

 

聴かせてください ひとりで悩まずに 

相談電話 ０５４－２７２－４３４３ 

相談時間 年中無休 １２：００～２１：００ 
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 学校法人 中村学園  editor．藪﨑 

「新入社員意識調査」と「ワーク・ライフ・ラーニング・バランス」  

進路室長 橋野 幸男  

 ㈱リクルートマネジメントソリューションズが6月下旬、「2021年・新入
社員意識調査： VUCA×Z世代 新人育成のニューノーマルを考える」を発
表しました。その中から「仕事観の特徴」の部分を要約・紹介します。  

① まず、「仕事で重視すること」は、次のとおりです。 

 ●「貢献」「成長」「やりがい」などの選択率が高い（下図を参照）。 

 ★ SDGs（持続可能な開発目標）の広がりやコロナ禍で今までのあり方が
問い直されている社会環境も影響し、働く目的やゴールを、「金銭」や「社
会的な地位を得ること」より、「自身がどうありたいか」「何を成し遂げ
たいか」ということにおく人が増えてきている。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

② 次に、「勤続意向」では、 

● 「『定年まで現在の会社に』にこだわらない」という選択肢を視野に入
れている人が、半数以上いる（図は省略）。 

 ★「人生 100年時代」といわれる中、企業が従業員の終身雇用を保証する
ことが難しくなってきており、社員は「自律的なキャリア形成」を求め
られ始めている。また新入社員も、キャリア教育や就職活動を通じて、
入社前からキャリアについて考えることが増えている。 

★  同時に、①「仕事で重視すること」で挙がっている「成長」という キ
ーワードの裏には、「この先に広がっている可能性への期待」や、「一社だ
けでは将来的に社会で通用しなくなってしまうかもしれないという不安」
の要素が含まれているとも想定される。 

 以上、● のような新入社員に見られる「精神的な充実感を求める傾向」
や、「一社にこだわらないキャリア選択が視野に入っている人が一定数い
る」ということの背景には、★のような複雑に絡まる社会的な要素がある
と考えられます。  

 ※ ・「VUCA」： Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity

（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）というビジネス環境を表す言葉 

  ・「Z世代」： ジェネレーションZ。1990年代後半～生まれ 

    ‥          ‥          ‥ 

   さて、「ワーク・ライフ・バランス」ではなく「ワーク・ライフ・ラーニン

グ・バランス」という言葉を初めて目にしたのは、(学)産業能率大学・総合研

究所のHPに掲載された、次のインタビュー記事の中ででした。『【未来予測】』

学習環境デザインの第一人者に聞く！ 

東京大学大学院・山内祐平氏。21世紀の今日、高度化する働きを支える学び

のあり方はどのように変わるのか』（2017年 11月8日）。その一部を引用し

ます（「～」は、中略）。 

― 企業が社員に求めていることがどんどん変わってきています。～ 要する

に「稼いでくれるような新しいビジネスを立ち上げられる人」という答え

が返ってきます。～ 新しいことを立ち上げ続けるためには、常に学び続

けていることが必要です。状況がこれだけ早く変わっていく社会の中で、

新しいことをきちんとモニターして、かつ自分の専門性に引きつけながら、

問題解決のシナリオを作ったり、そもそもどこに問題があるのかを発見し

たりするのは、学び続ける時間がないと無理です。～ 近い将来、～「ワ

ーク・ライフ・ラーニング・バランス」という認識を企業やビジネスパー

ソンに持ってもらいたいですね。人生の中の 10%くらいを学習に割ける

働き方ができる企業とできない企業で、社員の問題解決能力がずいぶん変

わってくるだろうな、という気がします。～ 学ぶという行為は自分を変

えることです。年齢を問わず、学びによって新しい自分になり、新し 

い自分にアップデートすることで、仕事を通じ社会貢献できる、というの

が本来の生き方ではないでしょうか。 

         ‥          ‥          ‥ 

 1年次の皆さんはまもなく、本学での初めての夏休み。前期で各自、本学で

の「学びのスタイル」が形成されたでしょうか。これからは専門性に加え、

「学び方」という「一生モノの、汎用的スキル」を向上させることも意識し、

そして学外活動・隣接関連分野や社会的課題などにチャレンジしていってく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画広報室より                   

企画広報室  高橋 達也 

皆さん、こんにちは！暑い日が続いていますね。まもなく夏休みになり

ます。就職活動で忙しい方も多いと思いますが、新型コロナウイルスや熱

中症に気を付けながら、夏休みにしかできないような勉強や遊び等、充実

した時間をお過ごしください。 

さて、本学では6 月1 日よりＡＯ入学選考のエントリー受付が始まって

います。中にはオープンキャンパスに何度も足を運んでくれる高校生も

いて、将来の仕事に関わる体験授業に真剣に取り組んだり、進路について

の相談を熱心にしてきたりしてくれています。そのような高校生の姿を

見て、こちらも身の引き締まる思いです。7月、8月のオープンキャンパ

スを「夏のスペシャルオープンキャンパス」として開催していきます。福

祉医療、電子情報ともに卒業生やプロフェッショナルの方々が来校し、業

界や仕事について語ったり、一緒に体験授業を行います。在校生の皆さん

も楽しめる内容ですので、興味のある方は、友達や家族を誘ってぜひ参加

してください！また、スペシャルオープンキャンパスでは多くの学生の

皆さんにアシスタントをお願いしています。自分たちが高校生の時にど 

んなことを考えていたのか思い出しながら、見学に来る未来の後輩たち

へあたたかいアドバイスや激励の声をかけてあげてください！高校生に

とって「先輩と触れあえる」というのは、とても嬉しいことです。人の印

象は第一印象で決まると言われています。皆さんの明るい笑顔と挨拶で

学校への好感度も倍増すること間違いなし！元気よくお願い致します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スペシャルオープンキャンパス開催日程 

８月７日（土）・８月２１日（土） 
 

福祉医療１３：１５～１６：００ 

電子情報１４：００～１６：３０ 
 

～業界で活躍中の人の話を聞いて進分野を決めよう～ 
プロの人たちからは実際の「しごと」について、在校生からは

「学校生活」について話を聞いて、将来像を描いていこう！ 
 

９月のオープンキャンパス開催予定 
１６日（木）両校１７：００～ 

 ２５日（土）福祉医療１３：１５～、電子情報１４：００～ 
 

自宅に居ながらのオンライン相談や個別対応も行っております。 
 

１日（日）３TW第５期実習  ～２８日（土） 

４日（水）前期試験・補講・授業 

７日（土）CPホームカミングデイ（AM） 

      SPオープンキャンパス 福祉13:15～、電子14:00～ 

８日（日）山の日（オリンピック閉会式） 

      夏季休校 ～１６日（月） 

２１日（土）SPオープンキャンパス 福祉13:15～、電子14:00～ 

２３日（月）TW・CW・ORT前期再開 

２４日（火）パラリンピック開会式 

２６日（木）Ｊ・B検CBT15:00～ 

８月の行事 

 


