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 学校法人 中村学園   裏面へ続く 

【福祉医療 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】 

○発表会御参加講師（順不同） 

・本学顧問 

 静岡県ボランティア協会 相談役  神田 均 先生 

・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 
 

○発表テーマと学生メンバー 

＜１＞臨地実習報告 

３ヶ所の病院・医院で学んだこと 

   視能訓練士学科1年 松原 加奈 
 

＜２＞卒業研究発表 「児童養護施設の学

習支援について」 

 子ども心理学科3年 森 恒陽 
 

＜３＞ケアスタディ発表① 

 楽しみがある事の大切さ 

 ～Ｋ様の日常生活を充実したものにするために～ 

   介護福祉学科2年 佐野 穂佳 

 

＜４＞ケアスタディ発表② 

 何度もトイレに行きたいと訴えるＩ様への支援 

         ～活動量の増加と減った訴え～ 

   総合福祉学科2年 坂口 穂香 

 

＜５＞卒業研究発表  

「地域共生社会へ向けて ～意識のバリアをなくすために～」 

総合福祉学科3年 

    奥川 愉圭、 鈴木 綾、  

布川 未歩、 野田 一颯、  

深澤 恵理、三浦 弘基 

 

＜６＞ＣＡＮスカラシップ 活動報告 

静岡福祉医療専門学校 

   子ども心理学科3年 森 恒陽 

   総合福祉学科2年 大杉 優香 

   総合福祉学科1年 石河 璃央菜、 西村 ゆう 

専門学校静岡電子情報カレッジ 

   音響＆映像メディアクリエイト学科2年 望月 和希 

   音響＆映像メディアクリエイト学科1年 山本 莞大 

○ご臨席下さいました講師の先生方からのご講評より 

＜全体を通じて＞ 

・毎年、新しい時代に向けた若者による新たな取り組みが報告され、大変

勉強になっている。これらは、新たな福祉を切り拓く起爆剤になっていく

だろう。また、学生一人ひとりが、試行錯誤の中から、本学の特性を生か

した活動を展開していることがよく分かった。 

・ジャンルに関係なく共通するポイントは、自らの視点を持ち、何が必要

であるかを気付くことである。そして、自らの思いを乗せ、その課題を克

服する行動を実行していくこと。これは、社会に出てから常に求められる

ことでもある。 

・改めて福祉とは何かを考えてもらいたい。それは、子ども、シングルマ

ザー、利用者、家族を幸せにすることである。これを継続できれば、自ら

の力になり、社会を良くしていくこともできるだろう。 

・学生たちの活動は、どれもコロナ禍を感じさせない明るく元気なもので

あった。本学の伝統を引き継ぎ、来年度のこの場での報告に活かしていっ

てもらいたい。 

 

＜１＞ 

・看護師として色々な診療科に携わってきたが、視能訓練士の位置付けと

役割、そして専門職間の連携のあり方がよく分かる良い報告であった。自

分も眼科にはお世話になっているが、患者の立場からも視能訓練士の重

要さを知る良い機会になった。 

 

＜２＞ 

・里親として児童福祉分野には関わってきたが、改めてこの分野の重要性

と課題を痛感する良い報告であった。 

・少子化の時代に何故このように児童虐待が多いのかを考えると、児童養

護施設の重要性がよく分かる。特に進学率の低さは際立っており、すぐに

克服すべき問題であると考える。 

・仕事以外でも子どもの貧困支援活動を立ち上げており、報告内容は、自

分たちの課題としても共感している。 

 

＜３，４＞ 

・高齢者であっても、要介護者であっても、役割を持つことの重要性を改

めて感じた。また、趣味や特技などに熱中することにより、心配事、痛み

や苦しみを一時でも忘れ、生活改善を図る取組にも感心した。実習指導者

として介護実習にもいつも関わっており、このように成果がまとめられ

ることは嬉しいことである。 

 

 

＜５＞ 

・社会の諸課題に対して、自ら体験することを通して克服する方向性を模

索することは重要である。ボランティア活動や福祉体験など、子どもたち

も実際に体験することによって改善の糸口を見出していることは、色々

な団体の活動からも明らかである。 

・地域共生社会、バリアフリーといった福祉の最前線の命題を自分たちの

体験を通して具体的に明らかにすることは重要であり、これからも継続

して欲しい。 

 

＜６＞ 

・人類未曽有のコロナ禍、本学の特性を生かした活動を行うことは大変だ

ったと思うが、今後も頑張ってもらいたい。 

・自分も学生会副会長として活動してきたことを思い出した。仲間と共に

活動しながらもリーダーシップとは何かを苦悩することは今後に生きる

ことである。 
 

「気付き、考え、学んでいく ～臨地実習報告会を終えて～」 

視能訓練士学科 1年 松原 加奈 

今回私は、昨年10月からの約３か月間、３つの施設で行った臨地実

習について報告させていただきました。４月からの半年間で得たわずか

ばかりの知識をもって実習に臨みましたが、実際の臨床現場では教科書

通りにいかないことも多く、自身の不足を痛感する日々でした。一方

で、臨地実習は新たな学びに満ちた3か月間であったとも感じていま

す。そして、常に視能訓練士に求められる共通の資質も見出しました。

それは、考え続け、学び続けることです。報告会に向けて

臨地実習全体を通した振り返りをすることや、報告会

の後にいただいたご講評やご質問も、自身の「気付

き」をより深めるきっかけとなりました。日々の業

務に加えて感染症対策等でご負担が増している医療

施設において、ご指導いただいた視能訓練士さんをは

じめ、多くの方々に助けていただきながら無事に臨地

実習を終えることができました。あらためて皆様に感謝

するとともに、今回の経験をこれからの学びにつなげて

いけるよう、今後も研鑽を積んでいきたいと考えます。 
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学校法人 中村学園 editor 藪﨑 

「卒業研究発表会を終えて」 

                 総合福祉学科 3年 三浦 弘基 

私たちは、三年間の集大成として「地域共生社会の実現と心のバリアフ

リーの関係」について研究しました。私たちは今までの生活に慣れてきて

いるので、自分たちが暮らしている地域のバリアとなり得るものがどん

なところなのか把握できていませんでした。体験を通し、その当事者でし

かわからないバリアや地域課題について学び、困っていれば「お手伝いを

しましょうか」と声をかけ合い、助け合うことの大切さを再認識しました。

地域共生社会の実現のために、こうした『心のバリアフリー』を持ち、広

めていくことが、この学校で学び今後社会に出ていく自分達の使命であ

ると感じます。 

また、他学科の発表を聞き、専門分野以外の知識を深めることや「な

ぜ」と考え、その行動の根拠に基づ

く視点がいかに大切なのかを学びま

した。これらは、介護福祉士として

働くうえでも、社会福祉士を目指す

うえでも必要になる視点ですので、

現場で活用できるよう、より一層努

力していきたいです。 
 
「卒業研究を通して学んだこと」 

子ども心理学科 3年 与那嶺 新紗 

 私は、今回の卒業研究で音楽教育を専攻し、「わらべうた」について研

究をしました。研究では、わらべうたの歴史から知識を深めました。そし

て、実際にわらべうたを大切にされている保育園に出向き、保育士と子ど

もとの関わりを観察したり、子どもたちと一緒にわらべうた遊びを楽し

みました。今だからこそ大切にしている理由について学びました。また、

わらべうたで使用できる玩具を手作りしたり、家業を考える等の実践も

行い、多くの活動に取り組みました。 

 研究を通してわらべうたは、楽しみながらコミュニケーション能力や

運動能力、リズム感を身につけられたり、大人と子どもの情緒の結びつき

を深める等の多くの良さがあるため。子どもたちの成長過程において、欠

かせない音楽の一つであることを学びまし

た。 

 私は、4 月からわらべうたを大切にされ

ている保育園で働きます。今回学んだこと

を活かし、わらべうたの心地よさや温かさ

を大切にうたいながら、子どもたちに伝え

ていきたいと思います。 

 

 

「ケアスタディ発表会を終えて」 

介護福祉学科 2年 池ヶ谷 愛 

私はケアスタを通して学んだことが2つあります。 

 1つ目は、協力する大切さです。ケアスタは介護福祉学科と総合福祉学
科の集大成となる場です。総合福祉学科がベースを作ってくれたからこ
そ、介護福祉学科は国家試験からケアスタへの切り替えがスムーズにで
きたと思います。また、総合福祉学科が率先して物事を行ってくれたおか
げで、短い期間でも完成することができました。 
 2つ目は、友達の大切さです。一カ月という期間の中、期限を決めるこ
とで、自然と相談し、遅れている人をサポートするなど、助け合うことが
できました。また、行き詰った時に相談をすると、親身になって話を聞き、
的確なアドバイスをくれます。解決しなくても話を聞き共感してくれる
だけで心の安定を保つことができました。ケアス
タは本当に大変で辛かったです。でも、周り
にいる友達が助けてくれたり共感してくれ
たりしたからこそ、成功することができた
と思います。今後も、友達を大切にし、ここ
での経験や学びは就職してからも活かして
いきたいです。 

 

公益社団法人静岡県職業教育振興会 

令和2年度静岡県私立専修学校各種学校大会 

研究論文 第2位受賞✨ 
「福祉職が本当に構築すべき人間関係」 

総合福祉学科 野田 一颯 

 

「入居者の方々に自分の親のように接することで、家族の延長線上の
ように感じていただけるように支援する。」 

これは就職活動中に、ある施設のホームページで見つけた現役職員の
声である。 

このような「現場の声」を読んだとき、私はこの「家族のように接する
べき」という声を鵜呑みにして良いものなのかと疑問に思った。なぜなら
ば、利用者様と過度に緊密な関係を築くことは、時に共依存の関係となり
、職員の客観的な判断を狂わせてしまう恐れがあると考えるからだ。 

確かに、支援者が利用者様との信頼関係を築くことは、心理的な抵抗を
減少させることができ、円滑な支援を提供することにつながる。また、私
がこれまでに実習で行った施設では、支援に対する抵抗感を軽減する目
的で利用者様の敬称を「さん」ではなく、敢えて「ちゃん」としていた。
さらに、夕方に同報無線のチャイムが流れるタイミングで、敬語を使わず
に自分の親へ話すように接すると、利用者様がお客様のような感覚を持
つことを緩和し、帰宅願望が強くなるのを抑える効果があるということ
も知った。 

しかし、利用者様との距離感を誤ると、様々な問題が発生すると考え
る。私の学科履修カリキュラムには、長期間にわたって、介護や相談援
助の技術を磨くために介護福祉施設実習が設けられている。実習中、利
用者様との関係構築の場で考えさせられる機会があった。 

障害者支援施設へ実習に行った際、ある利用者様と出会った。彼は、職
員の方に頼ることがものすごく多い方だった。その上、彼は自分の支援に
入る職員を選ぶ方でもあった。私は彼のことが気になり、施設に長年勤務
されている職員の方に話を聞いた。 

以前、この利用者様に対してとても親身になって支援をしていた職員
が居たそうだ。その職員はこの利用者様の希望をなるべく叶えよう、実現
させようとされていた。しかし、その職員の方が数年前に退職してから、
「あの人ならしてくれた」「あんたらは呼んでない」という発言が多く出
るようになった。自分の言うことを聞かない職員を遠ざけ、自分の言うこ
とを聞く職員＝お気に入りの職員だけしか支援に入らせようとしなくな
ったという。このとき彼は、自分を気遣ってくれた職員が突然いなくなっ
てしまい、誰にも頼れなくなってしまったと感じていたのではないか。 

私は、利用者様に対する「何とかしてあげたい」という想いは、信頼関
係を築いたり介護への拒否感を軽減できたりといったメリットだけでな
く、利用者様が過剰な要求をしてきたり気分を害されたりするといった
デメリットも発生し得ると学んだ。これらのことから、私は実際に福祉の
現場で働く中で、「家族ほど近くなく、他人程遠くない隣人程度の関係性
」を築くということを大切に考えるようになった。具体的には、支援を提
供する際に「自分は誰のどんな問題を解決したいのか」を見つめ直すとい
うものである。支援をする中で利用者様に気兼ねなく頼ってもらいたい、
信頼されたいという思いを抱くことは当然である。しかし、そのような思
いだけが先行してしまうと、精神的な距離を縮めすぎてしまい、利用者様
との人間関係の構築に悪影響を及ぼしかねない。そこで関係を縮めたい
と考えた時、一度立ち止まり、自分がしようとしていることはなぜ必要な
のかを客観的に考えるようにする。そうすると必ずしも現在の関係性を
深める必要は無かったり、一歩下がって離れた位置から見守ることで、相
手の想いを理解できたりと、自分が今、本当にすべきことがわかる。その
気付きを利用者様との関わり方に反映させると、極端に精神的な距離を
詰めすぎることや、距離を離しすぎて関係性を損ねることを防ぐ。利用者
様と支援者が互いに依存することも、疎遠になることも、なくなるのでは
ないだろうか。 

私たちは、利用者様の「自立支援」とは何かを常に考える必要がある。
利用者様と程よい距離感を保つこと。福祉に携わる専門職として、本当に
利用者様が必要としていることを可能な範囲で行っていくこと。利用者
様を「家族として」ではなく「一個人として」客観的に見つめることで、
自分が専門職としてするべきことを見いだし、利用者様自身の尊厳や意
思を尊重すること。それが私の職業観であり、職業人として達成したい目
標である。 


