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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

◇先進的 IT分野における文部科学省委託事業に 

本学学生グループが参画！ 
令和 4年 1月 8日（土）・15日（土）・22日（土）・29日（土） 

ITゲーム＆ロボットシステム学科 学科長 有賀 浩 

この文部科学省委託事業では、先進的 ITを活用した「オンラインによる

グループワーク」を実現するための次世代型システム開発に産学官で取り

組んでいます。専門学校からは本学と神戸、沖縄の３校が参画。国土交通

省が主導するプロジェクトPlateau(プラトー：日本の３D都市計画)の活用

方法について、このシステムを活用しながら学生グループで討議し、発表、

相互に評価し合います。学生たちにとってはコミュニケーション力、プレ

ゼンテーション力を向上させるのと同時に、幅広い知識も得ることができ

ました。本学からは ITゲーム＆ロボットシステム学科 1年生 6名が参画

させて頂き、全員が貴重な経験により、大きな自信を得ることができまし

た。 

参加メンバー（6名）：C2S104 小倉 拓海 （ゲームシステム研究） 

C2S105 長田 学斗 （ゲームシステム研究） 

C2S108 後藤 和真 （ロボットシステム研究） 

C2S109 小林 泰登 （ロボットシステム研究） 

C2S116 星野 崚太 （ITスペシャリスト研究） 

C2S117 牧野 蓮太 （ゲームシステム研究） 
 

「次世代型システムの経験で掴んだ自信」 

ITゲーム＆ロボットシステム学科  1年 星野 崚太 

私は、今回の講座を通して大きく２つのことを経験、学ぶことができま

した。他では得られないディスカッション・システムの活用と、ビジネス

モデル企画についての実践です。 

実証講座の全体セッションはZoomで行われますが、グループ別討議で

はVR（仮想現実）を取り入れた次世代型のディスカッション・システムを

活用しました。その中で、このシステムを今後普及させていくにあたって

の様々な課題を発見しました。私たちの意見を参考にVRによるディスカ

ッションがより良いものになっていくのだと思うと、とても感慨深いです。

加えて、ディスカッション内では自分の発言量がデータとして分かるよう

になっています。そのため、各メンバーの積極性を定量的・客観的に見る

ことができ、就職活動に向けて自己分析する上での貴重な判断材料となり

ました。 

また、Plateau を用いたビジネスモデルを制作していく過程で、就職後

に役立ちそうな知識を学ぶことができました。事業発案の流れや、事業企

画書の書き方、競合他社の下調べ、顧客価値と事業利益など、企業がどう

いう工程を踏んで事業を企画していくのかを知ることができ、企業に対す

る意識・見方が変わりました。 

今回の経験と学びを自信に換え、間近に迫った就職活動に活かしていく

所存です。 

◇IT企業でのフィールド・スタディー研修報告 

ITゲーム＆ロボットシステム学科 学科長 有賀 浩 

 本学が長年お世話になっていて、IT・組込みシステム分野の設計・開発

を手掛けている県内有数の IT企業、株式会社システムソフィア様（本学卒

業生が多数ご活躍）で本学留学生が研修をさせていただきました。IT系も

のづくりの開発研修と、学生自身が開発したシステムの評価を頂くことが

できました。その報告です。 
 

ITゲーム＆ロボットシステム学科 2年  

ジュアン ビクトリオ アディプトラ ロットン 

 昨年の12月3日（金）、12月24日（金）の2回、夕方18時～20時に

株式会社システムソフィア様で研修させていただきました。 

 社員の方3名のマイクロマウス勉強会に参加させていただきました。マ

イクロマウスは、迷路を探索、最短コースを走る知能ロボットです。壁と

の距離を測る赤外線センサー、正確に走行するためのステッピングモータ

ーについて実機に触れながら学びました。Pbフリーはんだによる製作環境

をご用意くださって、体験することができました。 

 また、前期に私がクラスメイトと一緒に開発した、PCに接続する小型キ

ーボード・システムを社員の方々にプレゼンさせていただき、完成度、性

能に高い評価を頂いて、大きな自信につながりました。ものづくりの企業

で、ベテランのプロの方々

に温かい声をかけていた

だいて、感激しました。学

生生活も残りわずかです。

卒業研究、ゼミナールのま

とめと、今後のものづくり

の仕事に今回の経験を活

かしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◇視能訓練士学科 臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
令和3年10月1日(金) ～ 令和4年1月15日（土）  

     視能訓練士学科長 山村 慈 

10月から3ヶ月余りと長期に渡る臨地実習、お疲れ様でした。学校生活
とは違い、アウェー感の中で過ごすことは心身ともにストレスを感じたこ
とと思います。座学と臨床の違い、施設毎の違い、指導者さん毎の違いな
ど、毎日戸惑っていたのではないでしょうか？学校からの課題である日誌
も、書き慣れずに大変だったことでしょう。それでも、Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期
と実習が進むにつれ、顔つきの変わっていく皆さんにお会いできたことは
私にとって喜びでした。何かを吸収することは、楽しいことばかりではあ
りません。その中には緊張感の中でしか得られないものがあります。  

また、コロナ禍で学生を受け入れる事は、施設側にとっても覚悟が必要

だったはずです。無事に実習を終了できたことに感謝を忘れずに、次は国

試全員合格を目指し、残り少ない学生生活も悔いなく過ごしていきましょ

う。晴れて視能訓練士になりましたら、今度は皆さんがこの経験を活かし、

素晴らしい実習指導者となってくれると信じています。  
      

視能訓練士学科 山田 理菜 

10/1から1/5までの約3か月間、1か月ごと、3か所の施設で臨地実習
をさせていただきました。 
眼科外来という環境が初めてだったため、病院の流れを把握することも

大変で、その中で、まずは多くの患者さんと接し、いろいろなものを見学
させていただき、どう対応していこうということを考えながら実習をして
いきました。 
あと、実習をさせていただいたそれぞれの施設は規模や立地がそれぞれ

異なり、患者様の年齢や疾患、症状などの違いを知ることができました。
施設ごとで検査のやり方が少しずつ異なることもあり、さらに患者様お一
人お一人に合わせて臨機応変に対応する大変さを学びました。それと同時
に、いずれの施設でも視能訓練士に求められている共通の資質を見出しま
した。それは、たくさんの知識をつけることと、それに基づいて常に考え
ながら検査・対応をしていくことです。 
先輩方のような視能訓練士となれるように、今後も研鑽を積んでいきた

いと思います。 

グループワークの様子 

（この画像・音声をAIで分析） 

 

 

VRゴーグルを装着して 

グループ討議 

8日（火）後期試験・卒業試験・卒研・ケアスタ・追再試補講 ～24日 

17日（木）視能訓練士国家試験 J･B検CBT15:00～ 

21日（月）ケアスタ発表会 

22日（火）専各大会 3CP卒研科内発表会・フィールドスタディ発表会 

24日（木）2年福祉：静岡フィールドスタディ研修事前説明会 

25日（金）文化祭 

26日（土）学園祭 

27日（日）社会福祉士国家試験 

28日（月）文化祭・学園祭振休 

２月の行事 
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◇総合福祉学科 ３年 第６期相談援助実習 
令和3年11月29日（月） ～ 令和3年12月25日（土） 

 

「育つ自分」を確かな自信に！‐第6期相談援助実習を終えて‐ 

総合福祉学科長 磯野 博 

 3TWの皆さん、実習ご苦労様でした。 

 全員が無事に実習を終えられたことに安堵しています。一方、皆さんに

は感謝の念を忘れないでいて欲しいと思います。いまだ終息の見えぬコロ

ナ禍、実習の受け入れは大変な困難を伴うことです。にも関わらず、快く

実習の場をご提供下さった背景には、本学と関係機関・団体との強い絆、

また卒業生たちの地道な努力があるのです。 

 実習を終えた皆さんの感想を聞いていると、「充実してた！」という声も

あれば、「ちょっとイメージと違った？」という声もあります。それぞれ、

実習の成果と課題はじっくり振り返るとして、まずは、学生時代最後の実

習をやり遂げたことを噛み締めて下さい。そして、これまでの6回の実習

がそうであったように、実習を終える毎に「育つ自分」が目の前に居るこ

とを思い出して下さい。これこそが、皆さんの３年間に渡る学生生活に裏

付けられた確かな自信になるはずです。 

 卒業まで残り数カ月、国家試験や卒業研究発表といった学生生活集大成

の場を迎えます。これらを「育つ自分」を確かな自信に替えて駆け抜け、

雄々しく社会に巣立っていって下さい。 

         

 総合福祉学科 ３年 山梨 凜佳 

私は、第6期実習をR＆Oリハビリ病院グループ、静清リハビリテーシ

ョン病院内の地域医療･介護ネットワーク室で行いました。静清リハビリテ

ーション病院は回復期の病院で、主に急性期退院後の患者の受け入れを行

っています。12日間の実習の中で、毎日面談や会議、カンファレンスに参

加させていただき、MSW(医療ソーシャルワーカー)の役割を学びながら、

同時に、医師や看護師等の医療専門職の役割も間近で感じることが出来ま

した。入院患者の持つ課題は身体の問題は勿論、家族関係、経済状況、在

宅環境など、様々な問題が複雑に絡んでいました。それらの課題解決のた

めのアプローチをするには、病院内の専門職だけでなく、他機関、他事業

所の専門職との連携が必要なのだと感じました。今回の実習で、ソーシャ

ルワーカーは利用者にとっての最善を常に考えながら

支援を行っているのだと実感しました。 

春からは介護士としての就職になります。3年間で

学んだことを忘れずに、これからも常に自己実現を

目指していきたいです。 

 

 

◇令和 4年度 入学希望者の「入学選考」と 
「後期ＡＯ入学選考」のエントリー受付中!! 

企画広報室 松本 郁世 

早いもので新年を迎えて１ヶ月が過ぎ、２月になりました。まだまだ寒

い日が続き、まだまだ新型コロナウイルス対策が必要な日々が続いていま

すが、健康管理はしっかりできていますか？今年度も後悔することのない

よう、色々なことにチャレンジしてください。この春卒業予定の皆さんは、

学生生活も残りわずかですね。今月は文化祭・学園祭もあります。新型コ

ロナへの対策を万全にしつつ、体調管理に留意し、学生生活最後の思い出

を存分に作ってください。 

また、既に就職内定を頂いた皆さん、出身高校へは内定報告に行きまし

たか？皆さんの成長した姿をきっと喜んでくださると思います。ぜひ報告

に母校を訪れてみてください。 

さて、本学では新年度入学希望者を募集しています。「後期 AO 入学選

考」をはじめ、「特待生選考」や「留学生選考」等の入学選考を行なってい

ます。皆さんの周りで本学分野への進学を希望している方、進路に迷って

いる方等がいらっしゃれば、ぜひ声をかけてあげてください。本学の良さ

は皆さんが一番感じていることと思います。本学で学んでいること、目指

していること、何でも構いませんので、皆さんの後輩や本学を訪れている

高校生に是非声をかけてください。皆さんの中でも「先輩の声」に勇気付

けられ、本学への入学を希望するきっかけになった方も少なくないはずで

す。同じように迷っている人がいたら、是非「行ってみて！」と声をかけ

てください！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年度末のこの時期に さらに「成長」を           
                                   進路室長 橋野 幸男 

「卒業研究」「ゼミナール」や「ケアスタディ」の発表に向け、ラスト・スパートの

時期となりました。私もかつて 7 度、卒業年次担任として学生と伴走したことが

ありますが、「卒業研究」と聞くと思い出すエッセイがあります。詩人・作家であ

る平田俊子さんが、「静岡新聞・日曜版」の“読書”欄に連載なさっていたものの

一つです（『平田俊子の 低反発枕草子』。清少納言の『枕草子』に、『低反発ま

くら』を掛けたもの）。 

 タイトルは、『満員御礼、商売繁盛 !?』。平田さんは、大学の文学部で特任教

授としてもご活躍でした。この “満員御礼、云々” は、学生たちが取り組む

「卒業制作」の提出日が迫ってきた時期、先生の研究室が次々と訪ねてくる学

生たちで賑わっている、という様子を描いたものです。その中に、次のような一

節があります。 

〓 提出日が近づくにつれて、みんなの表情が引き締まっていった。その顔
を見るのが 結構好きだった。 / 卒業したあと学生に会うと、決まって 「卒
業制作」 の話になる。「苦しかったけど、頑張って仕上げてよかった。自信
が付きました」 と口々に言う。 / 何人もの学生に伴走するのは私も苦し
かったけれど、過ぎてしまえば それも楽しい思い出だ。 〓  

 学外と関わる課題にチームで挑戦し、その「一皮むける経験」を通して、社会
に出る自信を深める。卒業生が集まると、必ず「卒研」の“苦労＆達成”の話題
で盛り上がる ― 。平田さんがお書きになっていたとおりだなあ、とつくづく思
います。           

 ‥              ‥               ‥  
 さて、様々な経験の中で、職業人としての「成長」という観点から付加価値が
高いのは、どのようなものか。「人材開発・組織開発」研究の中原淳氏は、「『と
もに働くこと』 『ぶつかりつつ、決めること』 、そして 『成し遂げること』 の三
つが含まれる直接経験」、がそうであると述べています。  
 〓 つまり、ビジネスの現場で多様な人々と出会うこと。彼らと議論・討論し、と
きには衝突や葛藤を経験しながら、意思決定を行うこと。さらに、それらを共に
乗り越え、何かを成し遂げること。ビジネスパーソンとしてのキャリアは、入社当
時からいかにこのような経験を付与されてきたか、あるいは獲得してきたかで
決まります。 〓 

   仲間とコラボレイトする「卒業研究」や、各成果発表会を共同運営することは

正に、この三つが含まれる「経験」の、学生バージョンではないでしょうか。「物

事を推し進める力」をさらに向上させる場として、ぜひ活かしてください。また、

ゼミナール活動の 1 年生は、それを「ストーリー化」し、来る就職活動での「自

己PR」や「ガクチカ」の素材として活用していきましょう。 

 最後に、「成長」に関して好きな詩を紹介します。武者小路実篤の 『生長』 で

す（原文のまま）。 

  ― どうしてもとゞかなかつた枝に ふと手をあげて見たら 楽にとゞくやうに

なつた。 ―  

身長が伸びたことを詠っているのではなくて … 、と思いますが、いかがでしょうか。   

☆後期ＡＯエントリー 

【Ａ日程】～卒業式には進路を決めておきたい！～ 
エントリー期間：1月１１日（火）～２月２１日（月） 

     結 果 発 送：１月２７日（月）～２月２８日（月） 
 

【Ｂ日程】～どうしても３月中に進路を決めたい！～ 

     エントリー期間：３月１日（火）～３月２６日（土） 

     結 果 発 送：３月７日（月）～３月３１日（木） 

☆入学選考 一般・特待・自己推薦・社会人・留学生 選考 

①２月５日（土）②3月9日（水）最終3月31日（木） 

※出願〆切 各選考日の前日15:00まで 

☆オープンキャンパス 

 ・2月 ～春はもうすぐ！進路決定のラストチャンス！ 

10日（木）17:00～18:45 
19日（土）13:15～15:30 

個別対応、オンライン相談会別途

実施します。 


