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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

★令和３年度 総合福祉学科・介護福祉学科 卒業生を囲む会 

 令和3年9月30日（木）実施 

 

☆橋本 凱人さん 平成30年度 TW卒業（ﾘﾓｰﾄ出席） 

就職先：障害者支援施設 望未園 生活支援員 

☆松下 瑞季さん 令和元年度 TW卒業 

就職先：児童養護施設 春風寮 児童指導員 

☆望月 真琴さん 令和2年度 CW卒業 

就職先：特別養護老人ホーム まごころタウン静岡 介護職員 

 

●どのような仕事をしているか 

・橋本さん：生活支援員として利用者様に直接支援（日常生活介護）を行

っている。自分の担当の利用者様がおり、その方の個別支援

計画を立案している。 

・松下さん：子どもの日常生活の支援・教育を行う。子供が経験してきた

養育環境、特性に十分な配慮が必要。子供たちの安心、安全

を確保し「当たり前の生活」を通して一人ひとりが身体的、

精神的、社会的に成長、発達できるように支援している。 

・望月さん：施設の方針「ひとりひとりの豊かな人間観の実現」のもと、

利用者様に今までの生活の延長だと思っていただくように、

また、願い・希望を叶えるため、日々生活の支援を行ってい

る。11名のユニットで働いている。まだ1年目のため、来月

から夜勤が始まる。現在は早番・日勤・遅番の日中の仕事を

行っている。 

●就職活動の経過について 

・橋本さん：色々な施設を見てから決めたかったので、介護実習では高齢

者・障害者両方の分野の実習へ行った。第 4 期実習で障害

分野に関わり、ケアスタディも行った。そこで障害分野への

興味を持った。静岡市内での就職を考え、今の法人に決めた。 

・松下さん：入学前から児童分野に興味があり、実習も「母子生活支援施

設」「児童養護施設」に行った。求人が少ない為、自発的に

探した（ネット検索、説明会等）。その際に「春風寮」の求

人を見つけ、施設に連絡、夏休みに自主実習を通して、採用

試験を受けた。 

・望月さん：コロナの影響で夏休み中の施設説明会は中止等があり、就活

を始めたのは第4期実習後。第4期実習で、現在の就職先へ

実習に行き「ここに就職したい」と決めて動き出した。 

 

●今の仕事に魅力を感じていること、大変さを感じていることは？ 

・橋本さん：個別支援計画を、担当者の分は自分で立案する。（１年かけ

て立案し、半年で見直しを行う）その中で、自分の担当者と

一緒に目標の為に成長していると感じられることが魅力で

ある。専門学校で学んだ個別支援計画の立案方法の習得が

かなり役に立っている。 

・松下さん：子供の成長を近くで感じられる。子どもと衝突するときもあ  

るが、今まで以上の関係を築くことができる。大変だと感じ

ると同時に楽しいと感じることもある。 

・望月さん：認知症の方が多く、前の日は機嫌が良かった方が次の日は機

嫌が悪かったりする。利用者様の気持ちをどういう風に受け

止めていくかが大切たと思うし、やりがいを感じる。 

●学生時代、何を学んでいればよいか。 

・橋本さん：多くの施設を見て回ってほしい。クラスの仲間と時間を見つ 

けては児童・高齢者と色々なボランティアに参加した。ボラ

ンティア活動に参加することで自分の中に多くの「引き出し」

を持つことができる。 

・松下さん：様々な人と関わる為、最低限度の「社会人マナー」を習得し

ておくべき。自己実現に向けては、高校生の頃から明確な目

標を持てていた。児童関係のニュースを見たり情報収集を積

極的に行うことが大切だと思う。 

・望月さん：利用者様とのコミュニケーションの図り方は授業や実習で学

べた。同じ目標に向かっていく人たちとの信頼関係を築くこ

とが大切な為、自分の意見だけではなく人の意見を受け入れ

ることは大切だと感じる。 

 

総合福祉学科 1年 佐野 太一 

卒業生を囲む会を終えて、私が思ったことは施設の形態や特徴はそれ

ぞれ違うけれど、先輩方が感じている悩みなどは決して自分本位でなく

利用者本位のものであったということです。「福祉の仕事において利用者

本位というものはとても重要なこと」だと入学してまだ半年ですが感じ

ています。先輩方の話を聞いて実際に現場にはいり日々利用者本位で考

え、よりよい方向へ改善しようと努力していることが伝わってきました。 

また、今私達が学校で習っていることは間違いなく現場で発揮される

ことも分かり、より一層勉強に力を入れていきたいと思いました。 

 卒業生を囲む会で先輩方の話を聞いて私がこれからの学校生活で活か

したいことは、常に利用者本位で考えることができるように自分自身の

知識と技術に自信が持てるよう、これからの学校生活を過ごしていきた

いと思います。 

介護福祉学科 1年 島田 陽里 

 卒業され最前線で活躍されている先輩方の、普段では聞くことができ

ない話を聞くことができてとても勉強になりました。 

 まず、先輩方はそれぞれ夢があって、その夢に向かって努力されている

姿勢に私も刺激を受けました。 

 そして、話や質問の回答の中でも感じたのは、常に利用者様のことを考

えていて、特に児童養護施設の話の中で「何気ない一言でもその子にとっ

てパニックになってしまう時がある」と聞いて、介護というものは人の心

と生活に寄り添う素晴らしい職業だなと再確認できました。 

 今回、卒業生の方々の話を聞くことができて、今後自分がなりたい自分

になるために学校での勉強や日々アンテナを高くして生活することなど

が大切だと感じました。このような機会を設けてくださりありがとうご

ざいました。 
 

★２ＣＰ 保育実習Ⅰ（施設）実習を終えて 

令和3年9月27日（月）～令和3年10月9日（土） 

子ども心理学科長 後藤 明子 
保育士資格を取得するために、児童福祉施設等での実習が必要となり

ます。児童福祉施設等とは、障害児（者）系の施設と社会的養護系の施設
に大別できます。それぞれの施設の機能や役割を事前に学び、実習ではそ
の実際に参加し、保育士として必要な知識や技術、倫理などについて学び
ます。 

 

子ども心理学科 ２年 花村 典秋 

 今回、保育実習Ⅱ（施設）ということで１０日間、児童養護施設「春風

寮」で実習させていただきました。私は、児童養護施設の子どもたちには、

特別な支援をしなければいけないと思っていました。 

しかし、実習を通して、児童養護施設の子ども達に必要な事は、特別な

支援ではなくどの子ども達にも必要な生活の場などという事が分かりま

した。その生活の中から、例えば「布団が敷かれている」「服が洗濯され

ている」等の日常の支援からも、子ども達は愛情を感じることができ、な

によりも大切な支援だと思います。 

また、子どもと生活を一緒にするにつれて、試し行動などの様々な子ど

もからのサインに気付くようになり、そのような子どもの気持ちに理解

し寄り添えるように、表面的な支援だけでなく特別な支援を行わなけれ

ばならないのではないかと考えていました。 

しかし、子ども一人ひとりの入所理由や背景

を踏まえ、内面の支援ができるような知識や

技術を習得する必要があるとこの実習を通し

て学ぶことができました。 
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 学校法人 中村学園  editor．藪﨑 

★企画広報室より 

企画広報室 河内 嘉美 

新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、後期の授業はリモートが

中心のスタートとなりました。夏休みが終わっても学生がいない校内は、

ひっそりと静まり返りとてもさみしかったです。ようやく通常登校が始

まり、みなさんの声が聞こえることを毎日幸せに感じています。油断せず

引き続き感染症対策に留意しながら、一緒にがんばっていきましょう！ 

さて、10月より入学願書の受付が開始となり、令和４年度入学者の選

考が進んでいます。これまではオープンキャンパスへの参加は高校３年

生がメインでしたが、最近は社会人経験者や大学生で進路変更を考えて

いる方からの問い合わせも増えてきています。在校生の中には同じよう

な経緯で本学入学に至った人がいますので、経験談を聞いたりインタビ

ューをお願いしたりしているのですが、みんな快く引き受けてくれ大変

感謝しています。   

本学入学を検討している人たちは、学校がどんな雰囲気か、学生たちは

普段どんな授業を受けているのか、そういった日常の様子を知りたがっ

ています。今後も授業や行事などの撮影にお邪魔することがあるかと思

いますが、カメラに気づいたら明るい笑顔を向けてもらえるとうれしい

です！在校生が充実した学校生活を送っている姿をもっともっと外部の

人に知ってもらいたいです。ぜひご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心を広げ深め、自分の「持ち味」を作っていこう           

                                  進路室長 橋野 幸男 
 

 前号で「パラリンピックブレイン」をご紹介しました。夏季休講期間中これと
は別に、次のような資料・本で、「幼児期の脳」などにも興味を持ちました。  

① 文部科学省 「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」 第 1 回

（ 7月20日）議事録、 

   榎本和生教授（脳機能学）のレクチャー 〔同省ＨＰに掲載〕 

② 汐見稔幸（教育学、保育学、育児学） 『教えから学びへ －教育にとって

一番大切なこと－』（河出新書、2021.7発行） 

③ 森口佑介（発達心理学、発達認知神経科学） 『子どもの発達格差 －将来

を左右する要因は何か－』 （PHP新書、2021.6発行）  
④ 小塩真司〔著・編集〕 『非認知能力 －概念・測定と教育の可能性－』 
（北大路書房、2021.8発行） 

 

例えば①では、ヒトの脳の発達について、「ニューロン」や「シナプス」など
基本的な用語を説明した後、次のように続きます （「～」は、中略）。 

 ― 意外なことに、人生の中で大脳皮質のシナプス数が一番多いのは、生

まれて半年から 1年です。そこから 10歳ぐらいにかけてどんどん減って

いって、最終的に半分ぐらいになります。そこから、いわゆる青年期と

我々が呼ぶ時期以降は、ほとんど増減がなく非常に安定した数に落ち着

きます。一部の教科書を見ると、脳のシナプス数と能力は相関すると書い

てありますが、大脳皮質のシナプス数が一番多い時期である 1 歳児が、

人生でもっとも賢い時期ではない、ということは、おそらく皆様同意いた

だけると思います。 

    この現象を講義で学生に説明するときに使っている例が iPS 細胞です。

～  iPS 細胞は何が素晴らしいのかというと、いろんな細胞に変化できる

能力です。でもよく考えると、iPS細胞自体は特段素晴らしい仕事をできる

訳ではありません。つまり何もできないのです。 

    実は、この iPS細胞と同じで、1歳頃の脳は非常にポテンシャルが高い

のです。つまり、何にでもなり得るけれども、それ自体の能力という意味

では、実際にできることは少ない。こちらは、iPS 細胞が、外部から与えら

れる刺激やシグナルによって、違う道筋を通って様々な機能細胞になり

ますよ、という図です。人間も、この 1 歳から 10 歳の間に、外界からどう

いう刺激を与えられたかによって、その人のいわゆる個性であったり、あ

る意味の能力が決まってくる。したがって、この時期は、脳発達の仕組み

という観点から見ても、個性形成にとって非常に大事な時期だということ

です。～ 

    それでは、脳の発達を促す経験とは何なのだろうか、ということについ

て考えます。～ 

‥              ‥              ‥   

 引用が長くなりましが、子ども心理学科の皆さんは「発達心理学」などの教

科でこうしたことも詳しく学んでいるのでしょうか。「個性形成」に関連して、②

の著者である汐見先生が、あるコラムで次のように述べているのを思い出し

ました。 

  ― 保育の仕事って子どもの発達を理解した上で安心安全な環境を確保

し、基本的な発達の支援を行なって行けば、あとは子どもたちの個性と

保育者自身の個性との共同作業になってくるんですよね。映画が好き

なら映画の中から保育や幼児教育の取り組みを導き出せるし、ファッシ

ョンや音楽が好きならその文脈から方法論を考えることもできる。運動が

好きなら運動から、昆虫や生き物が好きなら自然から。これだけ個性を

大事にしていける仕事ってなかなかないですよね。～ 保育者自身が

自分の個性や感性を大事に、子どもたちに充実した発達の環境を提供

する。実践の中で、子どもの成長を心から喜ぶことで、子どもたちも大事

なことを学びます。～  

何に関心を持ち、どうそれを探究していくかが皆さんの個性を作っていき、

その個性で子どもたちの個性形成に関わっていく ― 。門外漢の素人考え

ですが、すばらしくワクワクする仕事を目指しているのだなあ、と思います。

前号で触れた 「関心の樹木系磁石」 の 「樹木系」 を広げ、皆さんらしい個

性を作っていってください。 

 

 
１１月の行事予定 
 

 １日（月）２ＴＷ・ＣＷ第４期実習 ～１３日（土） 

      ＯＲＴ臨地実習Ⅱ（～１２/４） 

 ３日（水）文化の日 

 ４日（木）オープンキャンパス１７：００～ 

 ８日（月）２ＣＰ保育実習Ⅱ（保育所）事前研修 ～１０日(水) 

１２日（金）硬筆書写技能検定 

１３日（土）オープンキャンパス 福祉１３：１５～、電子１４：００～ 

１６日（火）３ＣＰメディックファーストエイド 

２０日（土）第２回入学選考 

２３日（火）勤労感謝の日 

２５日（木）Ｊ・Ｂ検ＣＢＴ１６：３０～ 

２９日（月）１ＴＷ・ＣＷ第２期実習 ～１２/１１ 

      ３ＴＷ第６期実習 ～１２/２５ 

 

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。 

第２回入学選考日程 

〇入学選考日：令和３年１１月２０日（土） 

 特待生選考、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：～１１月１９日（金）１５時必着 
 

オープンキャンパス日程 
★１１月 ４日（木）両校17:00～ 

★１１月１３日（土）福祉13:15～、電子14:00～ 

★１２月 ２日（木）両校17:00～ 

★１２月１１日（土）福祉13:15～、電子14:00～ 
※個別オープンキャンパス、オンライン体験入学 都合に合わせ随時開催 


