ＣＡＮジャーナル
謹 賀 新 年
静岡福祉医療専門学校
～アメリカ合衆国ハワイ州（オアフ島）～
１２月１２日（火）～１２月１６日（土）
《研修概要》
・ハワイ大学マノア校グローバル人材育成研修
「ABC Advance Program」
・現地、介護・医療・保育施設研修
「異文化交流を通して、人と通じあいながら、
話す力、伝える力を磨いた５日間」
２年部学年主任 総合福祉学科２年担任 青木 静香
福祉４学科の２年生が３泊５日の海外研修修学旅行に参加しま
した。学科ごと事前学習を行い、意義・目標を明確にして臨みまし
た。前半は旅行気分が抜けない場面もありましたが、その後は教員
からの指示が出る前に自ら行動に移す姿もあり、集団行動の中での
責任感を
意識できる学生が増えていきました。また、大きく体
調を崩す学生もなく、無事に全日程を全員参加で終えることができ
ました。
ハワイ大学でのグループワークでは、ハワイ大学の学生をグルー
プリーダーで、文化や制度の違いをクイズ形式で出題され、事前に
学習していた部分でも、リーダーに伝える・確認するといったコミ
ュニケ―ションに苦戦しながらスタートしました。後半の「理想の
将来像」についてのオープンディスカッションでは、普段当たり前
のように使っている言葉が通じないときに（例えばｱｯﾄﾎｰﾑ）、どう
したら理解してもらえるかを、クラスメイトとジェスチャーやイラ
ストを駆使してリーダーに必死に伝える姿がありました。クラスメ
イトに向けられることが多かった視線が、徐々にリーダーの方に向
けられる時間が増え、発表に向けて積極的にコミュニケ―ションを
図る姿に変わっていきました。自分の思いを再確認し、さらに自分
の考えを伝え、相手に理解してもらうことの難しさを改めて肌で感
じ、就職後や来年度の実習に向けて有意義な学びの時間になった。
また、クラスメイトと寝食を共に協力し合った時間の中で、絆も深
まりたくさんの思い出
や経験を重ねたことで
しょう。この５日間が、
それぞれの人生観に良
い影響を及ぼすきっか
けとなり、豊かな人生を
歩んでいって欲しいと
感じました。
このような貴重な機
会を与えてくださった
理事長・校長先生をはじ
め諸先生方、保護者の皆
様に心より感謝いたし
ます。
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２年生が「海外研修修学旅行」でハワイへ行ってきました！！
修学旅行を通して実際に過ごしてみるとルールが日本より厳しかっ
「不安を持ちながらも交流を楽しんだ、刺激のある毎日を過ごして」
たことが印象的でした。
総合福祉学科 ２年 齊藤 大地
海外研修修学旅行に参加し、文化の違いや人々の陽気な雰囲気にカ
ルチャーショックを受けた５日間でした。視覚障害のある私には、１
度は飛行機に乗り海外に行きたいといった思いもあったため、貴重な
体験をしながら考えることがいろいろありました。
ハワイ大学でのグループワークでは、英語が飛び交う雰囲気に構え
てしまい、固くなりなかなか言葉が出てきませんでした。しかし現地
のリーダーとかかわっていくうちに、彼の雰囲気やノリの良さに徐々
についていけるようになりました。知っている英単語が聞き取れると
クラスの仲間と盛り上がり、雰囲気を楽しむことはできました。施設
見学では、入所の費用負担が大きいといった話もあり、保険制度の違
いを感じました。しかし日本よりレクリエーションが充実していて「利
用者に楽しく生活してもらいたい」という職員の思いが伝わってきま
した。
この５日間を通して、自分の課題も見えてきました。普段、少しの
変化で緊張してしまう私は、現地大学生との交流や、日本語が通じな
い店での買い物のときでも、緊張してどうしたらよいかわからなくな
ってしまいました。来年度は３年生となり、すぐに面接指導、就職活
動と進んでいきます。普段から、想定外のことがあったときでも冷静
に対応ができるように、そして落ち着いて話ができるように心掛けて
いきたいと強く感じました。
また、日本の良さ、普段どれだけ安心感もって生活しているかを改
めて感じることもできまし
た。見慣れない景色に眼が慣
れず不安だった私に対し、一
緒にハワイを満喫しようと
サポートしてくれた仲間に
も感謝しています。充実した
研修修学旅行になりました。
ありがとうございました。

「非言語コミュニケーションの大切さを実感しました」
介護福祉学科 ２年 青木はるか
今回のハワイ研修修学旅行では、海外の異文化に触れる貴重な体験
をすることができました。
２日目にハワイ大学で研修を行い、現地の学生と一緒にアメリカの
法律や制度に関するクイズを行ったり、自分たちの理想とする介護施
設について話し合ったりしました。私は英語があまり得意ではありま
せんが、ジェスチャーやスキンシップを用いてコミュニケーションを
図ることができ、非言語的コミュニケーションの効果を実感しました。
介護施設見学ではデイケアの利用者様とコミュニケーションを図ら
せていただきました。利用者様の
中には日系の方が多くいらっしゃ
り、少しの時間でしたがハワイや
日本について会話を楽しむことが
できました。また、リハビリも積
極的に行われており、独自にリハ
ビリ道具を考えて実施していると
ころを見学したり、実際に触れて
みたりして日本とは違う視点で作
られ使用していると感じました。
アメリカは「自由」なイメージ
がありましたが、３泊５日の研修

私たちはもうすぐ卒業しますが、いつも学校で一緒にいる友人とこ
んなに長い時間を共にするのは初めてで、新たに知る一面もあって学
生生活一番の思い出になりました。

「思いを伝えることと笑顔の大切さ」
医療情報秘書科 ２年 武田 侑真
私は、今回のハワイ研修修学旅行を終えて一番感じたことは、思い
を伝えることの大変さと、思いは言葉だけでなくジェスチャーや表情
からも伝えることができるということでした。特に実感できたのが、
ハワイ大学でのグループワークでした。英単語を並べることで何とか
会話をすることはできましたが、自己紹介の際、ハワイには医療事務
という職種がなく、医療事務とはどんな仕事なのかを説明するのに苦
戦してしまいました。しかし、班の皆で助け合うことで今回の旅行の
意義の１つであったクラスの輪を広げることができた気がします。
研修先のマルヒアホスピタルでは、日本とアメリカでの安全設備の
違いや患者さんが自立できるようにするために工夫していることなど
を学ぶことができました。中でも
私は、施設の方がおっしゃった
「皆の笑顔が皆を幸せにする。一
番大切なことは笑顔でいること」
という言葉がすごく心に響きま
した。これからの生活の中で、皆
が幸せになるように笑顔を心掛
けていきたいです。

「海外研修修学旅行の思い出」
子ども心理学科 ２年 岩崎 智華
私は、
ハワイでの海外研修修学旅行で印象に残っていることが 2 つあります。
1 つ目は、ハハイオネ小学校に行ったことです。私は、小学校 1 年生のクラ
スに行きました。少し緊張しながら子ども達がいるテーブルに近づいていきま
した。一人ひとりの顔を見て、
「ＡＬＯＨＡ～」と言うと、全員が笑顔で返し
てくれたのでほっとしました。椅子に座り、折り紙を見せると、6 人ほど私の
周りに集まって話し掛けてくれましたが、言っていることは何 1 つ分かりませ
んでした。しかし、私が「一緒に折り紙しよう」と日本語で簡単に伝えてみる
と、嬉しそうに折り紙を選んでくれました。私が折っていても、次々と「私の
もやって」と差し出してきてくれ、ゆっくり折り方を説明したり、折ってあげ
たりすると、全員が必ず「ありがとう」と英語で言ってくれたことがとても嬉
しかったです。交流の時間は、あっ
という間で、少し寂しかったけれど、
とても良い経験ができました。
2 つ目は、3 日目の自由行動です。
午前中に海へ行き、午後はアラモネ
アショッピングセンターに行きま
した。夜は念願の大きな大きなパン
ケーキを食べることができ、とても
幸せでした。
3 泊 5 日は長いようで短かったです。
毎日色々なポテトを食べました。こ
の旅行で特に時間の重要性を知り
ました。
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進路室より

企画広報室より

専門学校生らしい「学科のニオイ」を出そう
進路室長 橋野 幸男
「自己理解」
「企業研究」や「履歴書」作成など就職活動の準備
では、自ずと、各学科の学修スタイルが反映されたり、学科特有の
スキルが発揮されたりするのではないでしょうか。
例えば、福祉医療の各学科では、実習時に、
「個人票」・「実習計
画書」作成、事前学習、オリエンテーション、実習、
「評価」受け、
「振り返り」
、学科内発表や経験・情報の共有、といったプロセス
を辿ります。
「個人票」には、今回の実習に関わる項目のほかに、
「自
己紹介」
「自覚している性格」
「実習歴、学んだこと」「ボランティ
ア歴」
「取得資格」
「趣味・特技」など、
「履歴書」の『自己 PR』に
関連する項目、つまり自身の「たな卸し」が並んでいます。また、
「振り返り」を踏まえて「次の課題の設定」や「自己理解の向上、
キャリア意識の刷新」までを行うという一連のプロセス〔「経験学
習モデル」のサイクル〕は、皆さんの、職業能力の各階層〔専門性、
リテラシー＆コンピテンシー、マインド・職業観〕での「成長」が
表現されるサイクルでもあります。そして、それらの内容は、実習
回数を重ねるごとに、バージョン・アップされていきます。履歴書
記載事項や面接応答の最大の「情報源」は、ここにあるはずです。
次に、電子情報・映像系の学生についてです。昨夏に公開された、
『ジョジョの奇妙な冒険・ダイヤモンドは砕けない・第 1 章』 。
シリーズ累計発行部数 1 億部を超える大ヒットコミックの実写映画
化として、話題を呼びました〔残念ながら、興行成績は芳しくなか
ったようです〕
。さて、同作品原作者・荒木飛呂彦氏はその著書『荒
木飛呂彦の漫画術』
（集英社新書、2015/4 発行）で、
「キャラクター
の性格設定の際、必ず 『身上調査書』を書く」ことを明らかにし
ています（※ 同書には、手書きの「身上調査書」のフォーマット
が掲載されています）
。
― 身上調査書があれば、絵のイメージも自ずと生まれてきますし、

キャラクターを考えながら同時にストリーが出来上がることもあ
ります。… 身上調査書の項目は 60 近くあり、… 普通の履歴書が
下敷きになっていますが、そこにキャラクター作りに必要と思われ
る項目をどんどん足していって、現在のような形になりました。…
漫画家を目指すのであれば、身上調査書作りは、ひとつの訓練と考
えてやってみましょう。キャラクターの身上調査書を作る前に、練
習として、「自分」「友人、知り合い、家族」「憧れのヒーロー」な
どを対象に作成してみるといいと思います。…
この時、気をつけなければならないのは、「長所ばかりでなく短所
も考える」ということです。… そして、その短所は、「短所に悩
み、それを克服しようとする『努力』を描く」ことにつながってい
きます。キャラクターを描くときに最も大切な基本は、成長するよ
うに描いていく、ということですが、こうした「努力」を描くこと
によって、すなわち人間としての成長を描くことができるのです。
―
エンタメ分野で学ぶ学生は、このような日ごろ身に付けているノ
ウハウを、ぜひ、自己理解や履歴書・
「エントリーシート」上での
自己表現に応用しましょう。他学科の学生以上に、
「立体感」ある
形で自分をアピールできるはずです。
「職業実践専門課程」らしい各学科の学修スタイルや学んでいる
技術・スキルなどを活用する、もっと「学科のニオイ」を出すとい
うことを心掛けましょう。

新年明けましておめでとうございます。
賀状ありがとうございました。
平成 30 年の新しい年を迎えました。
「一年の計は元旦にあり」
最初が肝心、昨年をリセットし、今年の目標を立て、健康第一で
日々の「充実感・達成感」ある生活から自己実現を図り、目標達
成に向けて頑張ろう！！

また、新成人おめでとうございます。
一人前の大人として、社会を構成する一人として、法律的に
も様々な「権利」と「義務」が生じる。大人としての「自覚」と
「責任」を持って、「満足いく人生」を掴み取って欲しい。

若い頃に身に付けられるものは積極的に身につけよう！
年を重ねてからの新たなる創造は望むべくもない。
すべて若い頃の経験がものをいうのである。
そしてそれは、その年になってから初めて実感される。
校長

中村

徹

企画広報室 高橋 達也
みなさん、明けましておめでとうございます！冬休み期間中は有
意義に過ごすことができたでしょうか？お正月にご馳走やお餅を
食べすぎたり、寝転がってばかりいて生活リズムが崩れてしまって
いませんか？まだまだ寒い日が続きますが、今年度も残りわずか。
一人ひとりが素敵な春を気持ちよく迎えられるよう、体調管理に気
を付けて新しい年をスタートさせましょう。
さて、1 月 24 日（水）までは、後期 AO 入学選考日程のエント
リー期間となっています。出身高校の後輩や知り合いで、福祉医療
や電子情報分野へ進みたいとか、進路で悩んでいる方がいたらぜひ
教えてあげてください。みなさんが受験生の頃、面談や試験に緊張
しながら臨んでいたのと同じように、これからの選考を控えて不安
を感じている受験生達がいます。そんな受験生やその保護者の方が
本学へ来校された際には、皆さんが日頃から心がけている「元気な
挨拶」で迎えてあげて下さい。
また、企画広報室では少しでも多くの方に本学のことを知って頂
けるように、様々な方法で中村学園の良さをアピールしていますが、
中村学園の「良さ」を一番分かっているのは学生の皆さんだと思い
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。
「挨拶を基調とした全人教育」の大切さ、
「なりたい自分
になる」ための学校であることは、経験している皆さんだからこそ
伝えられることです。１人でも多くの人が中村学園の良さを感じ、
仲間が増えたら嬉しいですよね。これからも共に中村学園を盛り立
てていきましょう！

入学選考・オープンキャンパスの日程は次の通りです。

１月の予定
１日(月)
８日(月)
９日(火)
１５日(月)
１９日(金)
２０日(土)
２３日(火)
２６日(金)
２８日(日)
３１日(水)

元旦
成人の日
後期再開
１TW・CW「第２期実習」
（～1/27）
２CP「保育実習Ⅱ（保育所）」（～1/27）
漢字検定
オープンキャンパス（13:15～）
学校学科・入試説明会 17: 00～（体験なし）
ペン字検定
介護福祉士国家試験
１CP「保育所事前研修（３日間）」

オープンキャンパス・学校学科・入試説明会
は、別途日程で個別対応も可能です。
お気軽に、お問い合わせください！！

★後期 AO 入学選考★
エントリー①
1/24(水)までのエントリーで 2/5(月)までに結果発送
エントリー②
2/21(水)までのエントリーで 2/28(水)までに結果発送
エントリー③
3/22(木)までのエントリーで 3/30(金)までに結果発送
☆入学選考日☆
入学選考 2 月３日（土）
、３月３日(土)、１６日(金)、３０日(金)
＜特待、自己推薦、一般、社会人、留学生各選考＞
★オープンキャンパス、学校・学科・入学選考説明会★
1/20（土）13：15～15：30
「個別相談会」
1/23（火）17：00～18：30
以降、ホームページ「募集要項」をご覧くださ
い。また、個別にも開催しております。
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ｅｄｉｔｏｒ

「保護者説明会」
同時開催

橋野・藪崎・原木

