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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 
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令和3年度「職業実践専門課程」の集大成 

 

               専門学校静岡電子情報カレッジ 

静岡福祉医療専門学校      

校長  中村 徹 

 

この一年を振り返り、次世代のため今こそSDGs！時代は大きな転換期 

大量消費、大量生産といった経済成長のプロセスが大きな転換期を迎え

ている。 
  

2015年9月193加盟国参加の国連サミット満場一致で採択されたSDGｓ

は、「誰一人取り残さない」をスローガンに 2030 年までに地球上の全

人類が達成すべき「17」の大目標と 169 のターゲットを示したもので

す。政府、自治体、学校といった公的機関での推進のみならず、企業の

社会的責任の方向性の決定や投資・融資先の選定にもSDGｓの取り組み

が大きくかかわる時代となりました。 

 なぜ、わずか 5，6年の間に、ここまで SDGｓが世界的な潮流となっ

たのか。 

今年度を振り返っても、新型コロナウイルス感染症まん延 2 年目に

突入し、テレワーク、ワクチン接種に拠り所を求めた。2021年 1月ア

メリカでバイデン新政権誕生、レジ袋有償、大谷翔平の二刀流に沸く！、

熱海の土石流(盛り土問題)、アメリカやオーストラリアでの大規模な

山火事、7月東京 2020オリンピック・パラリンピック開催、東南アジ

アの大洪水、オセアニアの大地震・津波、10月日本で岸田新政権誕生、

2022年 1月北京冬季オリンピック・パラリンピック開催、ロシア侵攻

ウクライナ危機 など 

近年の世界各地の紛争、自然災害、感染症のまん延などにより、今ま

で当たり前だった経済成長、さらには経済活動そのものが、何の前触れ

もなく、一瞬に停滞し、明日には仕事を失うかもしれないという現実を、

同時多発的に世界規模で経験した。 

 これは、国、性別、年齢、所得に関係なく誰にでも日常的に起こりう

るもので、私たちは、どのようにしてそれらの深刻なリスクのもとで持

続的な発展を遂げていくことができるのか。 

 この疑問に対する回答がSDGｓを通じて見えてくるところに、急速に

世界的な潮流となっている根拠があるのです。 

 SDGs は、法的拘束力を持たず、世界中の人々が課題の解決に参加し

て、地球の未来に貢献する取り組みなのです。 

先ずは、みんなでできる範囲で、今日からできることを探してみてく

ださい。例えば、簡単なことで、「食べ物を無駄にしない」、「電力の消

費を抑える」、「コンビニには再利用袋」というような自分の心がけを持

ち、自己改革を重ねてゆくのです。 

 もう少し深堀してみますと、今から 50 年前の 1972 年世界の科学者

組織ローマクラブは「このままの人口増加、環境汚染、資源の使用が続

けば、100年以内に人類の成長は限界に達する」というシナリオを提示

した。また、1985年気候変動の国際会議で「21世紀半ばには人類が経

験したことのない規模で気温が上昇する」という見解を発表した。 

このように、科学者はその時々に社会に対して警告を発してきたが、残

念ながら社会を変えるまでに至らなかった。社会はそれらの課題を認

識しつつも、人類の経済成長を優先したのです。 

 ところが、これに対する若者たちの悲痛な叫びによって、従来の経済

成長システムがいかに自然に負荷をかけていたのか、次世代に大きな

代償を払ってきたのか、認識することとなった。今こそ、「本当の幸福」

とは何かを考え直す最後の機会なのではないか。 

 SDGｓは、今を生きる地球上のすべての人々のため、これから生きて

ゆく次世代のため、地球上のすべての生物のため、そして地球そのもの

の存続のため、今の私たちが成し遂げなければならない大目標、ターゲ

ットなのです。 

 「誰一人取り残さない」この言葉の意味、そのために私たちができる

ことをみんなで真剣に考えよう！！新型コロナウイルス感染症による

世界経済停滞を目の当たりにし、そこに将来への希望を見出し、新たな

生活様式を模索するみんなは、SDGｓ第一世代なのです。 

 2025 年「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪万博が開

催されます。 

若者の創造力によって、SDGｓ成功につながる万博となることを祈念し

ます。 

SDGｓ＝Ｓustainable Development Goals:持続可能な達成目標 

 

 

 

 

 

 

令和3年度 学生生活集大成 

我道祭 文化祭令和4年2月25日、学園祭26日 

専門学校静岡電子情報カレッジ 

卒業研究・ゼミ成果学科内発表会 卒年全学科  2月16日 

卒業研究・ゼミナール成果発表会 卒年全学科 2月25日  

静岡福祉医療専門学校  

卒業研究・ゼミ成果学科内発表会 3年子ども心理学科2月22日 

ケアスタディ学科内発表会 2年総合・介護福祉学科 2月21日 

卒業研究・ケアスタディ発表会 卒年全学科 2月25日 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾀﾃﾞｨ研修発表会 3月3日 

   CAN ｽｶﾗｼｯﾌﾟ活動報告会 2月22･25日 

保育園キッズハウスひかり令和3年度生活発表会「ひかりの日」          

3月31日予定 
 

我道祭（文化祭・学園祭） 

新型コロナウイルス感染拡大の防止に向け、開催時間や入場者、参加

者等に制限ある中での開催となった。 

 総合福祉学科 3 年大杉優香学生会会長をはじめ学生会役員及び実行

委員の学生、我道祭ご苦労様でした。そして令和 3 年度学生会活動あ

りがとう。 

君たちのおかげで、コロナ禍でも思った以上の学校生活が営まれた。 

  

専門学校静岡電子情報カレッジ  

企業対象卒業研究発表会 CANスカラシップ活動報告 

オンライン参加講師 

・オフィスアシタノ 代表 （本学非常勤講師） 木野 正弥 先生 

・コールプロ 代表 （本学卒業生、教育課程編成員） 興津 伸一郎 先生 

 発表テーマ 

（１）３Ｄスキャナの設計・開発 

 （２）日本語学習ゲームの開発 

 （３）「地元PRに貢献する映像作品」（静岡科学館る・く・るのＣＭ、ＰＶ制作） 

  （４）CANスカラシップ活動報告 
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 学校法人 中村学園  NO.3 へ続く 

 

オンラインでご出席頂いた企業の方々の講評 

(1) 実際にマウスをスキャンしてデータ化、また点座標群をポリゴンデー

タに変換し、3Dプリンターで出力できたという、実際に稼働したことを高

く評価する。ものづくりの醍醐味が味わえたのではないだろうか。 

精度のレベルアップ、実用的な使い方（対象物を分解してスキャンし、組

み立てる、など）は更に研究を深めてほしい。 

 地形データはもちろんのこと、歴史的に価値の高い物や建造物など、矢

継ぎ早に 3D データ化されている。こういった研究で更なるDX の進展に

つなげられるよう期待している。 

(2) 日本人学生・留学生のグループでの取組が初めてのことだったので大

変興味深く聞かせて頂いた。外国人が他国の言葉を楽しく学べるように、

ゲーム形式のシステムを作ったことは大変興味深い。単なるゲーム要素で

終わらず、ウェブにシステムを載せ公開したこと、データベースも利用し

ており、技術レベルの高さが十分理解できた。コツコツと200問以上の日

本語問題を留学生自身が作成した努力も評価したい。 

(3) 地元を盛り上げたい、県外にPRしたい、という意気込みが感じられ

た。地域活性化に加えて、若い力で人口減少の歯止めがかからない静岡県

を盛り上げていってほしい。元からあるテレビCMを模倣した作品として

取り組んでいるが、更に独創性のある、また活性化に効果的なコンテンツ

制作も目指していってほしい。 

  チームワークの良さが感じられる研究活動だった。 

(4)スカラシップ活動を通じて様々な経験ができ、コミュニケーション力を

高められたことは素晴らしい。ITとは異なる福祉施設PRコンテンツ制作、

防犯に役立つコンテンツ制作など、視野を広げる取り組みを高く評価する。 

 2 年生の皆さんには卒業後の活躍に期待すると同時に、これまでの活動

を是非後輩に引き継いでほしい。1 年生は更なる成長が図れるよう、先輩

たちの活動を活かして、これからも学外の方々と連携しながら研究・制作

を進めていってください。 
 

CANスカラシップ報告会 

   今年度、コロナ禍で制限されながらも、学校生活・フィールドスタディ

における活動においてリーダーシップを発揮して成果を挙げた。 

活動内容・クラス内リーダーとして他の学生をまとめ、研究発表で成果

を報告した。 

・福祉医療とのコラボレイトで福祉施設紹介ムービー制作に取り組んだ。

その中で使われた楽曲、効果音等、クオリティの高いコンテンツ制作に

より、本学のレベルの高さもPRできた。 

・本学非常勤講師を務める卒業生が経営する IT企業において、子供向け

プログラミング教室のサポート・ボランティア活動を行った。 

・静岡県警とのコラボによる安心メール配信システムの広報支援活動（ア

ニメーション作品制作）を行った。 

・オープンキャンパスでは学生サポーターとして来校者に接し、本学の魅

力を十分伝えることができた。 

 

 静岡福祉医療専門学校 

臨地実習報告・卒業研究・ケアスタディ発表会 CANスカラシップ活動報告 

オンライン参加講師・本学卒業生･非常勤講師･学校関係者評価委員 

社会福祉法人 駿河会 特別養護老人ホーム 晃の園  

相談員兼ケアマネージャー 川崎 誠之 先生 

発表テーマ 

①視能訓練士学科 ３ヶ所の病院・医院で学んだこと 

②子ども心理学科 “個性”を最大限に生かせる支援 

        ～子どもたちが抱える問題と保育者の在るべき姿～ 

③介護福祉学科  T 様の笑顔を増やすために ～生活歴に着目した支援～ 

④総合福祉学科 ・入浴が大嫌いな I 様への支援 

 ～視点を変えて気付いたニーズ～ 

⑤総合福祉学科 ・企業と就労を紡ぐ  

―仕事に就きたい方と企業をつなぐ専門職の在り方 

⑥総合福祉学科 マスクによって生じるコミュニケーション障害  

―聴覚障害者の現状と課題― 

⑦ＣＡＮスカラシップ 活動報告 

講師の先生の講評 

①臨機応変な判断は、高い技術とその正確さと並んで専門職には最も重要

な要素であり、実習を通して学べた意味は大きい。患者の立場としても重

要な報告であった。いざとなると自分の症状は上手に話せない。それを引

き出してくれる専門職は患者にとって一番有難い。 

②子どもにとっては、その子の感じ方や背景を理解してくれることが一番

重要である。大人のペースに合わせて強制することではない。それが発達

や自立に繋がる。 

地域で共に暮らす住民の一人として、障害のある子どもを受け入れていく

観点からも興味深い報告であった。 

③本人の関心事を生活歴から見出したことが素晴らしい。そのため回想法

も有効に機能し、生活に根付いたのだと思う。最初の授業を持たせてもら

った学生の一人なので、成長ぶりを痛感している。 

④化粧は女性にとって生活の重要な要素であり、セラピーとしても有効で

ある、しかし、なかなか現場では取り組めないのが現状である。実習での

実践の裏付けがしっかり報告されていたことに目を引かれた。 

⑤ソーシャルワーカーの立場の中立性は、福祉介護どの分野でも普遍的で

ある。また、アウトリーチの重要性が強調されていたことも重要である。 

⑥時代に合致した報告である。調査もよく整理されている。また、解決策

が斬新であった。今後、電子情報の学生ともコラボレーションしながら発

展させていってもらいたい。 

⑦コロナ禍、活動が低迷するのではないかと思われたが、新たな出会いか

ら新たな活動を切り拓いていったことが素晴らしい。特に特養のPR 動画

の完成度は高い。自分の法人でも制作してもらいたいくらいである。 

福祉・介護分野の人で不足は深刻である。利用者のためのPR動画と共に、

人材を培う養成校に入学してもらうための動画も必要であろう。行政や関

係団体にも協力して頂いてはどうであろうか。 

一人で 100 歩進むより、100 人で一歩進むことの意義を痛感した。今後、

学生独自の創意工夫による活動が、一層発展していくことを期待している。 
 

CANスカラシップ報告会 

活動内容 

・学年を越えた学科合同授業の企画・運営を行った。クラス内リーダーと

して他の学生をまとめ、研究発表で成果を報告した。 

・電子情報とのコラボレイトで福祉施設（駿府葵会）紹介ムービー制作に

取り組んだ。 

・日頃の学校生活や魅力あふれる授業の様子を動画コンテンツとして制作

し、SNSに投稿するクリエイティ部の活動を熱心に行った。 

・フードバンクふじのくに（食料配布ボランティア）計画立案、連絡調

整、実施、寄付活動を行った。 

・ふじのくにユニバーサルデザイン特派員として研修、投稿、連絡調整、

取材活動を行った。 

・放課後児童クラブ、ひとり親家族への生

活支援等のボランティア活動を行った。 

・オープンキャンパスでは学生サポーター

として来校者に接し、本学の魅力を十分

伝えることができた。 


