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介護福祉学科長 三嶋 秀子
介護福祉学科は「共感性豊かで、専門的知識と技術に精通した介護
福祉士の養成」を目指します。
＜確かな理論的基盤に立脚したコミュニケーション技術・基本的人
権・専門的知識と技術の習得を行い、利用者様を尊重し、利用者様が
安全で快適な生活を過ごせることができるよう、相手の気持ちや立場
が理解できる介護福祉士を目指しましょう。そして、人間としても成
長し、高い倫理観を持ち合わせた介護のプロを目指しましょう。＞
さらに、ビジネスマナーやＩＣＴ活用技法やカウンセリングマイン
ドも身につけ、福祉現場で幅広く活躍できる人材を養成します。理想
は高いですが、自主トレーニングや指導を濃密にし、友人や先輩・後
輩との連携を図りながら、理想に向って前進したいと考えています。
自己実現を図るために一緒に頑張りましょう。
医療情報秘書科長 冨田 順子
本学科は、特化したカリキュラムのもと、学生全員が目標とする資
格を取得し、希望する病院・薬局・施設へ就職することを目指します。
医療事務のプロとして欠かせない正確な事務処理能力はもちろんの
こと、思いやりのある温かい対応、社会人として大切なビジネスマナ
ーもしっかり身につけられるのが医療情報秘書科の特徴です。「医療
事務検定」をはじめ「医師事務検定」
、
「調剤事務管理士検定」など、
２年間で専門的な勉強ができるだけでなく、これら多くの資格が取得
できます。
また、学外教育として病院ボランティアや１年次１週間、２年次２
週間という病院実習を行い、医療現場でプロの仕事ぶりを見ることが
でき、実際に体験するという貴重な機会を通して、より深く仕事のイ
メージをつけることができます。また実習先でそのまま就職内定をい
ただくケースも数多くあります。
将来、本学で学んだ皆さんが自信を持って医療・福祉界で活躍する
ための知識・技能、人間性を習得できるよう、また学生全員がひとり
残らず「本校に入学してよかった」と満足して
くれるように教職員一丸となってともに勉強
してまいりましょう。
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b.「採用数に満たなくても、
求める人材レベルは下げない」
とする企業が、
79.1%〔
「未定」回答を除外して再計算。㈱リクルートキャリア、
『就職白
書 2015－採用活動・就職活動編－(2016 年卒の展望)』
〕
。
進路室長 橋野 幸男
このように、企業では「量より質」という方針に変わりはありません。
「2016 年 3 月卒」の採用活動が本格化しています。本学でも既に、書 その理由として、人事担当者からは次のような声が寄せられています〔同
類選考・適性検査を通過し「面接試験」段階まで進んだ学生が、複数いま 上〕
。
す。
「経済のグローバル化が進み、競争が激化する中、現場で求められるレベル
今年度は、いわゆる「2016 ルール」の下、採用パターンが多様化して は高くなっており、基準は下げられない。
」
います。採用スケジュールや「ヤマ場」の設定が様々、また、就職ナビを 「入社後に活躍してもらうため、志望度の高さを重視している。自社への熱
使用しないで「エントリーを自社 HP からのみに限定」など、多様な動き 意が低い学生は、採用できない。
」
が見られます。
ですから皆さんは、
「自分がやりたいこと」だけではなく、
「企業が求め
したがって、学生は、
「① 公開された『求人票・募集要項』をインター ていること」という視点も持って、
「自分と企業とのマッチング」を考え
ネットなどでチェックする、②『会社説明会』などで話を聞く、③ 収集 た活動を行なってください。応募先に合わせて「自分というものをカスタ
した情報を踏まえて『応募書類』を準備する―」というサイクルを、
「ス マイズしたり、進化・変革したりしていく」という勇気を発揮してくださ
ピーディーに回していく」ことが重要です。
い。
…
…
…
…
…
…
更に留意してほしいのは、
「売手市場」
〔企業よりも学生が優位〕という
最後に、
「就活の 3C」を紹介します。
マスコミ報道を文字どおりに受け取って油断してはならない、ということ
・Confidence：
「自信」をもって、学生生活の成果＝『職業観＋コンピ
です。
テンシー(基礎力)＋専門性』を企業にぶつける。そのためには、
「自
己理解」や「企業研究」を十分に。
例えば、3 月 22 日（日）
・19 時の NHK ニュース、
『大手企業 来春の採
・Care：
「手間を惜しまず」
、志望先とのコミュニケーションを密にする。
用計画。製造業を中心に↑』を、皆さんやご家族でご覧になった方も多い
多様な採用パターンに機動的に対応。
のではないでしょうか。自動車、鉄鋼・化学、電機の採用計画「大幅増加
・Change of mind： 不本意な結果を受けたら、
「気持ちを切り替え」
、
（↑）
」とその背景を前半で説明した後、食品・流通では「ことし並」と
次の企業にチャレンジする。自分の可能性を広く探索。
し、そして、後半では次のように続きます。
そして、｢走りながら考え、考えながら走る｣を徹底していきましょう。
「ただ、採用を増やす傾向にあるからといって、学生の就職活動が有利

◆「売手市場」という報道に油断せず、
そして、
「就活の 3C」を …

に進むわけではない、と指摘します」とのアナウンスで、㈱リクルートキ
ャリア、
「就職みらい研究所」所長 岡崎仁美 氏の解説が入ります。
「採用した人が入社し（て）活躍して自社の事業を前に進めるというと
ころが目的ですから、企業は（あくまで）質を伴わない量を追いかけるこ
とにはならないと思います。いくら『売手市場』とはいえ、簡単に就職活
動が進むわけではないことを、学生の皆さんにもしっかりと認識しておい
ていただきたいな、と思います」
。
また、次のような調査結果も公表されています。
a. 採用活動のスタンスとして、
「採用予定人数の確保よりも、学生の質を
優先」とする企業割合が、微減してはいるものの 83.6 %と、引き続き高率
〔㈱ディスコ、
『2016 年度・新卒採用に関する企業調査－採用方針調査』
〕
。
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子ども心理学科 １年担任 伊藤 知圭子
最後になりますが、来年３月の終業式、卒業式で自分自身の成長
昨年度より、本学で家政学・託児所を担当させていただいておりま
を感じることができるように、気持ちも新たに色々なことにチャレ
教育改革推進室長補佐 中村 健太郎
す伊藤 知圭子と申します。
ンジしていく有意義な１年にしましょう。
3 月より本学に勤務させて頂いております、中村健太郎と申します。
今年度は子ども心理学科２年生の担任として、毎日皆さんにお会いで
私たち教職員一同も応援しています！
前職では金融関連の SE（システムエンジニア）を 3 年間しておりまし きる事となりました。
た。
暦の上では二十四節気の『清明』を迎え、花が咲き、鳥は歌い、空は
＊オープンキャンパス開催日程＊
4 月から、
神奈川にある本学とは別の学校法人にもお世話になる予定で 青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌していま
います。こちらの学校で、本学とは別の教育・経営の知識・技術を身 す。
お仕事体験を通じて、自分の将来を考えよう！
につけてきたいと思います。そして、その知識・技術をもとに、本学
私も清明のごとく、生き生きとした笑顔を絶やさず皆さんと過ごして
○学校・学科説明会、体験入学、なんでも相談会
を今以上のより良い学校にしていきたいと考えております。
いきたいと思います。
・４月１８日(土) １３：００～１５：００
これから校長先生をはじめ、教職員の皆様、学生の皆さん、どうぞよ
また、私の趣味はスノーボードになります。昨シーズンも 10 回くら
・５月２４日(日)
９：３０〜１２：００
いゲレンデに行っておりました。静岡からはイエティが近いので、今 ろしくお願い致します。
シーズンも今から楽しみにしています。スノボ以外にも、邦ロック（？）
○学校・学科説明会、ミニ体験、なんでも相談会
◆企画広報室より
が好きで、ロッキンなどのフェスに毎年参加しています。
・５月１３日(木) １７：００～１８：３０
企画広報室 小林 昌人
年齢的にも学生の皆さんと近いと思いますので、できるだけ近い目
皆さんこんにちは。
線で、学生の皆さんと関わらせて頂きたいと思います。これから校長
※保護者対象説明会、学費等納付金・奨学金説明会も同時開催※
新学年が始まりました。４月は新学年最初の月です。１年が良
先生をはじめ、教職員の皆様、学生の皆様、どうぞよろしくお願いい
い年になるかどうかを左右する大切な月でもあります。新入生は将
たします。
来の夢に向けた専門的な学習が始まります。新しい生活に慣れると
総合福祉学科 １年担任 石田 麗
の行事
ともに、入学時の目標を見失うことなく、がんばりましょう。卒業
６日(月) 新入生オリエンテーション（～８日）
今年度より本学に勤務させていただいております総合福祉学科１年
年次の学生は、就職活動がこれから本格化していきます。時には辛
在校生オリエンテーション
担任の石田麗と申します。
く大変なことがあると思いますが、同じ志の仲間とともに、学科や
本学の総合福祉学科１期生として卒業させていただいてから特別養
７日(火) 在校生前期講義開始
進路の先生方へもいつでも相談できます。一緒に最後までがんばり
護老人ホームの介護職、障害者支援施設の相談員、身体・精神・知的
９日(木) 新入生前期講義開始
の就労支援（就労継続Ｂ型・就労移行支援・生活介護）の生活指導員、 ましょう。また、勉強はもちろん大切ですが、それ以外にも学生時
１２日(日) 始業式・入学式・後援会入会式
そして一昨年より非常勤として本学で働かせていただいてまいりまし 代しかできないことはたくさんあります。学生時代は二度とない貴
１３日(月) 新入生宿泊研修(御殿場) ～4/15(水)
重な時間です。勉強も遊びも悔いの残らないように一日一日を全力
た。
１７日(金) 健康診断（卒業年次・教職員）
私自身の現場での経験が本学の皆さんの目標の実現、自己実現のた で過ごしてください。
１８日(土) 電子情報：卒業生を囲む会（AM）
【✿託児所】
さて、私たち企画広報室では、学校やイベント会場でのガイダン
めの役に立てたら…と強く思っております。
オープンキャンパス
13:00～15:00
学校長先生はじめ諸先生方にご指導いただきながら、学生生活とい スへの参加、オープンキャンパス企画、皆さんへの出身高校への訪
１９日(日) 情報処理技術者試験
う貴重な時間を有意義なものにできるように全力を尽くさせていただ 問など年間を通じて色々な活動を行っています。今年度も私たちは

◆新任教職員の紹介

きたいと思っておりますのでのよろしくお願い致します。

みなさんの後輩へ本学の魅力を様々な形でお伝えしていきます。学

２３日(木) Ｊ検ＣＢＴ

生の皆さんにも学校生活の魅力などを聞かせていただく機会があ

２４日(金) ２ＭＩＳ施設実習 ～２５日(土)

るかと思いますので、ぜひご協力ください。これから中村学園への

２７日(月) 電子情報：面接指導（ＰＭ）
２９日(水) 昭和の日

入学を考えている後輩達に皆さんの生の声を伝えていきたいと思
皆さん、宜しくお願いします♪♪

います。もちろん後輩から皆さんに直接相談などがあれば、ぜひ
色々とアドバイスをしてあげてください。一緒に中村学園をどんど
ん盛り上げていきましょう！
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