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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

令和４年度学生募集 出願受付開始！！ 
企画広報室 松本 郁世 

皆さん、こんにちは！今年度も半分が終わりました。前半を振り返り、

どうでしたか？就職活動、資格取得など、年度初めに掲げた目標達成に近

づくことができているでしょうか。残り半分、目標達成できるよう後半も

ギアを上げていきましょう！ 

さて、本学ではいよいよ今月から入学選考が始まります。今年度も『AO 

入学選考』『指定校推薦選考』『特待生選考』『一般選考』『自己推薦選考』

『社会人入学選考』『留学生選考』と多彩な選考方法で実施します。その

ため、色々な受験希望の方が来校されます。皆さんもそうだったと思いま

すが、緊張し来校したと思います。少しでも緊張をほぐすため、来校の際

には、温かな「声掛け」をしてあげてください。 

また、オープンキャンパスや説明会についても引き続き開催します。皆

さんの周りの後輩や家族、兄弟姉妹等、電子情報や福祉医療への道を志す

方がいれば、ぜひ本学のオープンキャンパスへの参加をお勧めください。

特に最近は『社会人の学び直し』での入学も増えています。一度就職して

社会に出たけれど、新しい道にチャレンジしたい！という方を本学では

全力で応援します。本学のどの学科でも『学び直し』へのチャレンジはで

きます。 

また、昨年度より行っている奨学金制度「ＣＡＮスカラシップ制度」で

は、各学科で、学校内外での活動を通して、「企画力」「洞察力」「統合力」

「問題発見・解決力」等を身につけ、「自ら考え、問題解決」でき、社会

に出てから組織の中で、一歩前に出てリーダーシップが発揮できる人材

をということで積極的に活動を行っています。N-CAPに選抜された方は

今後の学校生活でより積極的に取り組んでいけるよう頑張ってください。 

皆さんの明るい笑顔、元気なあいさつが、何よりも中村学園を象徴する魅

力の１つです。学校生活だけでなく、これから就職活動、そして就職後に

もぜひ継続し、中村学園を学内外にアピールしてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合福祉学科３年生 第５期実習 R3.7.26(月)～R3.8.28(土)

実習の目的           総合福祉学科長 磯野 博 

社会福祉主事任用資格取得に加え、社会福祉士受験資格取得のため
の実習として、実習施設・機関での社会福祉援助技術活動の実際を学
ぶとともに、第４期までの実習を深めるよう対象者（個人及び集団）
の生活問題や課題への具体的な援助方法を学び、相談援助の知識・技
術をもった福祉専門職の養成を目指します。 

 

「相談援助実習で学んだこと」 

                総合福祉学科 ３年 佐藤 文美 

私は今回特別養護老人ホームを中心に地域包括支援センター、デイサ

ービス、ショートステイなど様々な部署で実習をさせていただきました。

色々な現場を見ることで、それぞれにおける社会福祉士の役割や業務内

容について学ぶことができました。今回の一番の学びは、多職種連携の大

切さです。生活相談員は、入所前には、現在利用中の事業所と連携し情報

収集を行ったり、看護師や他の専門職と話し合い、同行訪問や制度の利用

等あらゆる場面で「連携」を行っていました。様々な職種、事業所と連携

を図ることにより利用者を理解し、専門的な情報を家族に伝えることが

できるということを学びました。 

また、今回の実習では、どの業務も介護実習では見えなかった縁の下の

業務を学ぶことができ、生活相談員なしでは、サービス提供に繋がらない

ことを感じました。初めて相談援助実習を行い、自分の自信につながった

部分と勉強不足を実感した部分がありました。最後の第 6 期実習では実

力を発揮できるよう、今後も頑張っていきたいです。 
 

総合福祉学科 

介護福祉学科           

実習の目的          介護福祉学科長 三嶋 秀子 
２年次になり、目標となるハードルが上がります。個別ケアを理解する

ため、利用者様を一人受け持たせていただき、介護計画の作成、実施、実
施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護福祉士としての一
連の介護過程のすべてを実践する。２５日間の実習となります。夜勤実習
も経験します。 

 

「アセスメントの重要性を学んだ第３期実習を終えて」 

総合福祉学科 ２年 石山 萌々香 

第３期実習では特別養護老人ホームなごみにて５週間実習を行わ

せていただきました。この実習は、自分自身で介護計画を展開する

ため、今までの学びを最大限に活かせるよう意識して実習に臨みま

したアセスメントを行い、それを基に根拠を持って目標、具体策を

考え、実習を行わせていただきました。なかなか自分が思うような

結果を得ることができず悩んだ時間も多くありました。  

しかし、再アセスメントをして改善策を考え実施を継続していく

中で少しずつ利用者様の笑顔が増えたり、目を合わせて会話してく

れたりするなど、良い変化を感じる事ができました。そこでケアを

継続すること、利用者様としっかり向き合う時間の重要性を学ぶこ

とができました。 

現場でしか学べない視点や技術を学ぶことができ、とても充実し

た５週間を過ごす事ができました。今後は第４期実習に向け、さら

に成長できるよう勉学に励んでいきたいと思います。 

 

「第３期実習を終えて」 

介護福祉学科 ２年 上村 優衣 

今回の第３期実習では、情報収集の難しさと課題分析の奥深さを痛感

しました。不安と緊張の中、私の視野は狭くなり、対象者様の生活課題を

引き起こしている原因が疾患なのではないかと考え、プラン作成に取り

組んでしまいました。しかし関わっていくうちに疾患だけではなく、服薬

の副作用であったり生活歴であったり様々な要因が見えてきて、現在の

状況は複数の原因が連鎖して引き起こしている課題だったのだと気付く 

ことができました。  

私が実施した介護計画は、明確な結果として繋げることができぬまま

終わってしまいました。初めは長いと感じた２５日間も、今となってはた

った２５日間で、容易に対象者様の暮らしを変えることはできないと実

感しました。反省点は尽きませんがこの経験を活かし、次回の第 4 期実    

習では入念な事前学習から、実習中は様々な視点で多角的に利用者様を 

観察し、特に情報収集と課題分析に力を入れ、２年間の集大成となる実習

に繋げていきたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

１０月１日（金）入学願書受付開始 

ＯＲＴ臨地実習Ⅰ ～10/31 

        ２ＣＰ保育実習Ⅰ（施設）～10/9 

２日（土）オープンキャンパス 福祉13:15～、電子14:00～ 

８日（金）漢字能力検定 

１４日（木）オープンキャンパス17:00～ 

１５日（金）秋季スポーツ大会（このはなアリーナ） 

  １８日（月）２ＴＷ・ＣＷ第4期実習 ～11/13 

  ２３日（土）第１回入学選考 

  ２８日（木）Ｊ・Ｂ検ＣＢＴ 16:30～ 

  ３０日（土）キッズハウスひかり創立記念日（10周年） 

第１回入学選考日程 

〇入学選考日：令和３年１０月２３日（土） 

 特待生選考、指定校推薦選考、自己推薦選考、一般選考、社会人選考、留学生選考 

〇出願受付期間：１０月１日（金）～１０月２２日（金）１５時必着 

オープンキャンパス日程 

★１０月 ２日（土）福祉13:15～、電子14:00～ 

★１０月１４日（木）両校17:00～ 

 

２年生 第３期実習 R3.6.21(月)～R3.7.24(土) 

第２回目以降の入学選考日程オープンキャンパスの詳細は、ＨＰ・募集要項を 

ご覧ください。オンライン相談も行っています。 
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 学校法人 中村学園  editor．藪﨑 

東京パラで知った、パラアスリートたちの脳の働き 

～ 関心の幅を広げ、自分のテーマにしよう ～  

                      進路室長 橋野 幸男 

 東京パラリンピックが終了してまだ日がたっていませんが、次のステ

ージに挑んでいる選手がいます。「全米オープンテニス・車いすの部」（9

月12日、ニューヨーク）で、パラ金メダリストの国枝慎吾選手が男子シ

ングル「2年連続8度目の優勝」、銀メダリストの上地結衣選手が女子シ

ングル「4 年連続の準優勝」を果たしました。新聞記事は、「疲労困憊の

肉体は、精神的な充足感に包まれていた」と伝えています。 

 さて、東京パラリンピックでは、こんな話題がありました。陸上男子・

走り幅跳び(義足・機能障害T64) で「8ｍ62」の記録を持つマルクス・レ

ーム選手(ドイツ)が、「東京オリンピックの優勝記録 8ｍ41」を上回るか 

― 。 結果は 8m18 での優勝、ただしファウルになった最後のジャンプ

は、8m50前後に達していました。そして、そもそも彼は「東京オリンピ

ック」に特例での出場を求めていたのですが、前回のリオデジャネイロに

続いて認められませんでした (世界陸連は、彼が用いている競技用義足の

反発力が競技に有利に働いていないことを証明するように求めている) 。 

 前口上が長くなりましたが、この話題を通して「パラリンピックブレイ

ン」というものを知りました。障がい者スポーツについて学んでいる学生

のなかには、ご存じの方がいるかもしれません。中澤公孝教授(運動神経生

理学、リハビリテーション医学)の研究『パラリンピックアスリートにみられ

る脳の再編』では、「パラアスリートたち特有の脳の働き」を明らかにし

ています。  

― 一般的に人間の脳は、右半身を動かす時には左脳だけが、左半身を動

かす時には右脳だけが活性化する。ところが、マルクス・レーム選手の

脳を MRI(磁気共鳴画像化装置)で調べると、義足の右足を動かす時に

両方の脳を使っていることがわかった。日常的にスポーツをしない一

般の義足ユーザーでは、こうした脳の反応はない。 

― パラアスリートは、「人間の中枢神経が有する自己回復可能性」を示

す最高のモデルである。人間の身体は、麻痺や欠損によって一部の機能

を喪失しても、トレーニングによって回復あるいは他の部位が喪失し

た機能を代行する能力がある。特に脳は、それらの能力に最も富む身体

組織である。パラアスリートは例外なく、身体の一部の機能に障がいを

有している。そして残された機能を最大限に用いつつ、更にそれらを最

大限向上させることでパフォーマンスの最大化を図っている。パラア

スリートの脳が、そのような「パフォーマンス向上を目指す高いモチベ

ーションと、日々のトレーニング」によって「特異的に再編されている」

ことを、私たちは複数のメダリストの脳を調べることで見出した。 

 

― 「モチベーションを持ってハードなリハビリテーションをしたら、こ
こまで人間はいける、脳はそれだけの能力を持っている ― 」。そうい
う限界に近いところをパラアスリートたちは見せてくれている。そう
いった姿を見て、今リハビリに取り組んでいる人たちが「まだまだいけ
るぞ」と思ってくれればいいなと思う。障がいというとどうしてもネガ
ティブな印象があるが、失うというだけではなくて、彼らに見られるよ
うに、残っている機能が健常者よりずっと良くなるということもある。
そういうポジティブな側面もあるのだ。 

        ‥          ‥          ‥ 

この「パラリンピックブレイン」は、福祉医療の各学科の皆さんにとっ
て関心の対象になるものではないでしょうか。「関心の樹木系磁石」（齋藤
孝）という言葉がありますが、関心の幅を広めて自分のテーマにしている
と、いろいろな情報が磁石に引き付けられるように目に飛び込んできま
す。それらを日々の学修や将来の仕事に活かしていっては、と思います。 
 

静岡市社会福祉協議会のボランティア情報紙「はとな通信」に、

総合福祉学科学生のインタビュー記事が掲載されました。 
 

コロナ禍でのボランティア活動について  

葵区地域福祉推進センター 伊藤 友一 様 
 今後ますます若い世代の参加が必要とされるボランティア活動ですが、

「忙しくて時間がない」「活動に関する情報がない」という理由があって

活動できない方も多くいます。そこで今回は、学業の合間にボランティア

活動を続けているみなさんにお話しを伺いました。 
 

３年：大杉優香さん、２年：石川璃央菜さん、２年：西村ゆうさん 

２年：大木萌夢さん、１年：小笠原悠斗さん、１年：土屋公美さん 
 

☆ボランティア活動を始めようと思ったきっかけは何ですか？ 

 大杉さん：福祉の授業で地域について学びました。地域について興味を         

もち、活動を通して学びを深めたいと思ったからです。 

 石川さん：高校の時からボランティアに興味がありました。学校内だけ

でなく学校外での活動もしたいとより強く感じ、様々な方々

と関わりながら活動していきたいと思ったのがきっかけです。  

西村さん：将来福祉の仕事に就きたく、様々な経験を積みたいと思った

からです。 

小笠原さん：ボランティア経験を積み今後

の学習などに活かしたいと考

えたことがきっかけです。 

土屋さん：社会人になってからも役立つ経

験になり、人の役に立ちたかった

からです。 

☆ボランティア活動に参加して学んだこと気づいたことはありますか？ 

大杉さん：様々な方と関わる事が増え、表情やコミュニケーションを通

し       して人への魅力をたくさん見つけられる活動だと思いました。 

石川さん：様々な視点と広い視野をもって活動することで多くのことを 

     学べると気づきました。 

大木さん：異なる年代の人達と関わることで、人とのつながりが増えま

した。ボランティアは強制されるものではなく、自主性が大

切だと学びました。 

☆今後、どの様に活動をしていきたいと思いますか？ 

大杉さん：様々 な方と関わることが増え、表情やコミュニケーションを通して

人への魅力をたくさん見つけられる活動だと思いました。 

小笠原さん：子どもから高齢者、障がい者の方など様々な人と関わってい 

      きたいと思っています。 

   西村さん：困っている方々の支援に繋がる活動や、身近にできる活動など

様々な分野に参加したいです。 

土屋さん：コロナ禍の今だからこそ出来るボランティア活動をしたいです。 

 

 

礼法・茶華道 元非常勤講師 西澤芳子先生がご逝去されました 

西澤先生には、16年間非常勤講師としてご教授頂きました。 

その後も、我道祭の科展で毎年素敵なお花を生けて下さいました。 

心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

現礼法・茶華道 澤本美佐乃先生のお母さまです。 

 

「お世話になった皆様へ心から感謝申し上げます」喪主 西澤廣明様 

自身の父親を亡くしたのは小学六年生のときだったと聞いていま

す。負けん気が強く、努力を惜しまない性格は、歩んできた日々の中

で自然と培われたのかもしれません。四十歳を過ぎてから自動車免許

を取得し、また七十代になってからも孫たちとキャッチボールをする

など元気な姿を見せておりました。十代の頃から親しんできた生け花

や茶道は人に教えられるまでに腕を磨き、九十歳まで専門学校の学生

さんたちにその楽しさを伝え続けていたものです。 

年齢を感じさせないハツラツとした生き方を目標としてくださる方

も多くいらっしゃいました。家族に迷惑をかけまいと身の回りのこと

も全て自分でこなし、“人生百年時代”という言葉をよく耳にする今

よりもっと前から、それをモットーに歩んできた人生でした。 

 母 西澤芳子は、令和三年九月十八日、九十八歳にて生涯をとじま

した。生前心通わせ支えてくださった皆様へ、深く感謝申し上げます。 


