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子ども心理学科１年 「保育所職場体験」を終えて
H30.12.5（水）～H30.12.7（金）
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視能訓練士学科 「臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を終えて
H30.10.1（月）～H31.1.12（土）

学校法人 中村学園

専門学校 静岡電子情報カレッジ
静岡福祉医療専門学校

「土壌シードバンク」と、皆さんが持つ可能性

進路室長 橋野 幸男
子ども心理学科 １年 中村 万智華
視能訓練士学科長
山村 慈
寒い日が続きますが、暦の上では 2 月 4 日が「立春」
。そして、3 月 6
12 月 5 日から 7 日の 3 日間、富士宮の明星保育園で職場体験をさせて
“基本的な視能矯正の実践技術の能力を養い、患者様や家族との人間関係 日は「啓蟄」です（けいちつ。野山の草木が発芽して、冬ごもりしていた
頂きました。3 日間、同じ年中クラスに入らせて頂きました。1 日目は、 から共感的態度を学ぶ” また、
“医療チームの一員としての責任と協調・ 虫も春暖を感じて穴から出ようとする時季）
。2020 年 3 月卒業予定者を対
生活発表会の総練習でした。初日でわからないことだらけでしたが、子ど 自覚を養う”を目的とした三カ月余りの臨地実習が終わりました。約一カ 象とする企業の採用活動も、一気に本格化します。先月中旬、静岡労働局
もたちが話しかけてくれたり、
「遊んで！」と声をかけてくれたおかげでた 月毎、三期に分けて、医院や総合病院など三か所で経験を積みました。実 委託「若年者地域連携事業」の一環である『静岡県・就活イベントカレン
くさん遊んで触れ合うことができました。2 日目、3 日目は屋外遊びの際、 習内容は、各施設で各指導者さんのお考えにお任せすることとなっており
ダー（3 月実施分）
』の送付があったので該当学科に配付しようとしたとこ
子どもと氷鬼（鬼ごっこ）や砂場遊びをしました。1 日目にあまりコミュ
ます。校内演習では、学生同士で色々な検査を何回も行うことにより、お ろ、2 月実施のイベントが追加になったということで、同月分の「改訂版」
ニケーションを取れなかった子も、2 日目に氷鬼などの遊びをすることで、
互いの状態を熟知しておりますが、臨地実習先での患者様は、年齢・身体 も同封されていました。
「人手不足経済」の中、企業の旺盛な、というより
名前を覚えてくれたり、笑顔で話しかけてくれるようになりました。遊び
状態・疾患も様々で、検査方法や手順も各施設で違うこともあります。患 「真剣な」採用意欲を感じます。学生の皆さん、周到に準備して、このチ
を通して、子どもとの信頼関係を築くことができると気付きました。子ど
者様に気遣いながら、正確な検査を必要最低限の時間で行うことは、容易 ャンスを活かしていきましょう。
もと遊び、触れ合うことで、子どもにたくさん声をかけてもらえてとても
ではありません。
‥
‥
‥
嬉しかったです。この気付きを大切にし、次の
大変な思い、辛い思いもしてきたでしょう。世の中には色々な人がいて、
さて、かつて、西村佳哲氏（プランニング・ディレクター）の『かかわ
本実習に活かしたいです。
その人その人に合わせてどんな検査が必要か、どの手順ですべきか、スタ り方のまなび方』を読んだ時、
「土壌シードバンク」
（Soil seed bank）と
2 年生では、保育園での本実習が 2 回ありま
ッフ間でどのように協力されているか、沢山の学びがあったのではないで いうものを知りました。
す。不安だらけですが今回学んだことや、反省
しょうか？それでも、たくましく、笑顔で帰校してきた皆さんを、私は誇
― 地球上の土はどこでも、表面から 10 ～ 20 センチほどのところに
点を活かして子どもとたくさん遊び、笑顔で一
りに思います。お帰りなさい。
無数の植物の種が含まれていて、これを「土壌シードバンク」という。
生懸命頑張り、自己の成長につなげたいです。

総合福祉学科３年
「相談援助実習（第６期実習）」を終えて
H30.11.26（月）～H30.12.28（金）
総合福祉学科 ３年 前田 晴香
私は第６期実習で障害者支援施設へ実習に行かせていただきました。初
めての障害分野であり、障害特性や制度等まだ分からないことや不安も多
く、質問は積極的に専門職の方に伺い、利用者様の障害特性を理解しなが
ら関わる事に努めました。実習中、地域で生活する利用者様の自宅を訪問
したり、市役所で行われた会議に同席させていただいたりと介護実習とは
全く違う経験もできました。
また、今回の実習施設は高次脳機能障害という障害に特化した施設であ
り、高次脳機能障害の方との関わりやその家族の方のお話を実際に聞くこ
とで、より理解を深め関わることができました。学生生活最後となる実習
でしたが、今後生活相談員として勤務する上で、非常に参考となる経験に
繋がりました。
私は 4 月から高齢者分野で働くことが決まっておりますが、福祉関係の
プロとして、今回の実習で得たことを活かして自己実現を図っていきたい
と思います。

視能訓練士学科 １年 朝岡 靖子
三カ月の臨地実習が終了しました。
実習では、
技術的にも知識的にも、
多くのことを教えていただきました。
視能訓練士の方には、検査の基礎の基礎から指導していただきました。学
校の演習では気づかなかった直すべきところも多く、指導されたことを実
際の検査に生かすことは難しかったですが、なぜ、そうすることが必要で
あるのか、指導者さんに教えていただいたことを自分で理解しようとする
ことで、少しずつですが検査に取り入れられるようになりました。
指導者さんなどに、
知識を問われ答えられず、
そのたびに勉強をする日々
でしたが、自分で学ぶことで、患者さんの疾患・症状や、検査について理
解するための知識も増え始め、根拠に基づいた検査や訓練を行うことを心
掛けられるようになりつつあると思います。
実習では、指導者さんをはじめ、多くの方
から、
様々なことを学ばせていただきました。
学んだことを生かせるように、今後も努力し
ていきたいと思います。

種は適度な水分や日照の予感と、掘り返された時に表面についた小さ
な傷や刺激をきっかけにして発芽する。環境の条件が揃うと、一気に
潜在的な可能性を実現し始めるわけだが、この話はまるでわたしたち
人間のことのようだ。
どこまでが種の力なのか？ つまり「どこまでが自分？」という問
いも含めて。発芽もその後の成長も、種と、太陽や土や水や風の、双
方の関係性の中で展開する。―
‥
‥
‥
皆さんは自身の中に、いろいろな seeds、可能性を持っています。そし
て、次代の地域・経済社会を担う人材として「一気に潜在的な可能性を実
現し始める」瞬間に向け、日々、本学という環境のなかで研鑽を重ねてい
ます。皆さんの発芽、成長の記録を、
「ジョブ・カード」
（現在、作成中）
や「パーソナル・ポートフォリオ」
（本紙 2018 年 8・9 月号を参照）にま
とめていましょう。それが、
「自律的キャリア形成」の出発点になります。
そして、そこに、企業等にアピールする素材も詰まっているはずです。

学校法人 中村学園

裏面へつづく
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平成３０年度 文化祭・学園祭「我道祭」に向けて
H31.2.22（金）～H31.2.24（日）
学生会副会長 ロボット創造学科２年 外山 浩介
今年は、平成最後の我道祭です。
テーマは「紡～仲間とともに描く青春～」
、その名の通りに学生主体で行
われる大イベントです。学生会や学園祭実行委員を中心に、各学科準備の
方は進んでいますか？学生会では、
会長、
副会長も担当の先生協力のもと、
皆さんが楽しみ、思い出に残るような計画を立て、実施しようとしていま
す。またクラスイベントでは、親しみのある食べ物や祭りの雰囲気ならで
はのもの、一風変わった料理などもあります。どれも目移りして、ついつ
い食べすぎてしまいそうですね！また食事以外にも、アプリゲームや各学
科の体験コーナーなどが盛りだくさんです。その中で、私たち２GA・RC
では探偵をモチーフにした体感型謎解きゲームを開催します。探偵の助手
となり、現実とゲームがリンクした世界で手がかりを集めよう！犯人を見
つけるために、是非皆さんの力を貸してください。
それでは今年の我道祭も、注意事項を守って楽しんでいきましょう！

🌼文化祭 平成 31 年 2 月 22 日(金)

9:30～12:15 福祉：卒業研究・ケアスタディ発表会
13:00～15:30 電子：卒業研究・成果発表会

１日（金）１ＴＷ・ＣＷ第２期実習（～２日(土）
）
２ＣＰ保育実習Ⅱ（保育所）
（～２日(土）
）
２日（土）第３回入学選考
オープンキャンパス 13:15～
３日（日）社会福祉士国家試験
５日（火）補講授業
後期試験・卒業試験、卒研・ケアスタ（～８日(金)）
７日（木）学校学科・入試説明会 17:00～
８日（金）３ＣＰ卒研科内発表会
１１日（月）建国記念の日
１２日（火）登校日、追再試補講期間（２１日(木)）
１４日（木）Ｊ検ＣＢＴ
１６日（土）オープンキャンパス 13:15～
１９日（火）ケアスタディ発表会
２０日（水）ケアスタディ発表会
２１日（木）視能訓練士国家試験
２２日（金）文化祭（～２４日(日)）
、
静岡県専修学校各種学校大会
２３日（土）学園祭（～２４日(日)）
キッズハウスひかり「ひかりの日」
２５日（月）文化祭・学園祭振休

中村 利恵様

【印象力アップの歩き方～少しの気づきであなたは変わる～】

23 日（土）
・24 日（日）はクラスイベント・
学科イベント・バザーも開催します♫

静岡福祉医療専門学校

企画広報室 高橋 達也
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
日が続いていますね。皆さん、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、様々なことに励んでください。この春卒業予定
の皆さんは、もうすぐ学生生活の締めくくりです。今月は文化・学園祭もあ
りますので、学生生活最後の思い出を存分に作ってくださいね。
また、既に内定を頂いた皆さん、出身高校へ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れると思います。是非報告に訪れてみて
ください。
さて、企画広報室では、入学希望者に対して本学について少しでも多く
のことを知って頂けるよう、日々広報活動をしています。皆さんの出身高
校へ訪問したり、オープンキャンパスを開催したり、時にはメディアを使
って本学のことを知って頂けるよう活動しています。しかし、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。
電子情報、福祉医療の希望者がいたら、是非「オープンキャンパスや説明
会においで！」と声をかけてください！！

◆後期ＡＯ入学選考
卒業式までに進路を決める！
エントリー期間：～２月 15 日（金）15：00
他の日程は３月２２日(金)15:00 までエントリー受付

◇第３・４回入学選考

(第一ひかり幼稚園のみなさん来校)

10:30～12:00 公開講座

専門学校 静岡電子情報カレッジ

後期ＡＯ入学選考エントリー受付中

10:30～11:30 幼稚園イベント

🌼文化祭・学園祭 平成 31 年 2 月 24 日(日)

学校法人 中村学園

◆平成３０年度 学生募集２月開催入学選考と

🌼文化祭・学園祭 平成 31 年 2 月 23 日(土)
13:30～14:30 ＶＳ学科イベント：音響のお仕事体験

Ｎｏ．２

１日（金）J 検 CBT
２日（土）第４回入学選考
オープンキャンパス 13:15～
７日（木）学校学科・入試説明会 13:30～
１１日（月）進級・卒業判定会議
１３日（水）第５回入学選考
１４日（木）登校日（全学科・学年）
、大掃除
１５日（金）同窓会入会式
１６日（土）終業式・卒業式・謝恩会

・2 月２日(土) 出願〆切：２月 1 日(金)15：00
・３月２日(土) 出願〆切：３月 1 日(金)15：00

《特待生・一般・自己推薦・社会人・留学生 選考》
他の日程は３月２８日(木)15:00 まで出願受付

⛄オープンキャンパス

※日程の都合がつかいない方は個別対応します

２月 ２日(土)13:15～
２月１６日(土) 13:15～
３月 ２日(土) 13:15~

以降、随時開催♪

⛄学校学科・入試説明会・小体験授業
※日程の都合がつかない方は個別対応します

２月 7 日(木)17:00～
３月 7 日(木)13:30～
以降、随時開催♪
学校法人 中村学園 editor 藪﨑

