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 学校法人 中村学園  NO.2 へ続く 

◇令和３年度 秋季スポーツ大会を開催 
令和３年１０月１５日（金） 

学生会役員 音響＆映像メディアクリエイト学科 ２年 小川 萌 

今回のスポーツ大会は、コロナ対策として、検温・消毒等で徹底的に管

理をしながらのものとなりました。学生会役員として、行事の準備から運

営まで携わらせていただき、とても貴重な経験ができました。先生方、学

生の皆さんのご協力のもと無事に終了することができて良かったと思い

ます。 

また、競技を通じて、学年・学科を超えて、チームを組むことで学校内

でもまだ話したことがない学生とも、スポーツを通じてコミュニケーシ

ョンをはかり仲良くなることができたと思います。 

専門学校生活最後のスポ

ーツ大会を終えてみて、卒業

後は友達と一緒に体を動か

すことはほとんど無くなる

と思うと少し寂しい気持ち

になりましたが、とても有意

義な時間を過ごすことがで

きました。 

◇３年子ども心理学科メディックファーストエイドを受講 
令和３年１１月１６日（火） 

子ども心理学科 ３年 油井 弥波 

今回、メディックファーストエイドの講義を受けて、改めて身近に潜

む危険について、知ることが出来ました。子どもたちは、好奇心旺盛な

分、怪我の怖さをあまり知らず、経験したことで、その怖さを知る部分

もあるので、保育者自身も子どもたちの様子をきちんと把握しなければ

ならないと感じました。また、万が一のことが起きてしまった時に、少

しでも良い対応ができるように、今回の講義で受けたことを身につけて

おく必要があると思いました。どんな時に何が起こるのか分からないの

で、医療の専門性がなくても、迅速な対応をすることが求められると考

え、怪我や病気の怖さを知っている私たちだからこそ、子どもたちの周

りに潜む危険も日頃からきちんと

把握して、子どもたちに伝えて

いきたいです。もちろん、子ど

もだけではなく、大人にも対応

しなければならないとなった際

も、今回の講義で受けたことを

きちんと活かせるようにするこ

とが重要だと思いました。 

◇総合福祉学科・介護福祉学科２年生 第４期実習 
     令和3年10月18日（月）～11月13日（土） 

第４期実習のテーマ            介護福祉学科長 三嶋 秀子 
介護現場実習の集大成となる実習です。第３期実習と同様に受け持ちを持たせていただ

き、介護過程の一連の流れを体験します。 

知識・技術等これまでの学びを総合的に駆使して、介護観が養える２０日間の実習とな

ります。 
 

第４期実習を終えて ～関わらなければ分からない～ 

総合福祉学科 ２年 石川 璃央菜 

 私は障害者支援施設「光陽荘」に行かせて頂きました。今回の実習は「行動

障害」の方が多く生活するエリアでの実習になりました。行動障害は物を投

げる、暴れる、殴るというイメージが私の中で強く実習が始まるまで不安な

気持ちでいっぱいでした。 

しかし、実際に関わりはじめてみると、環境に何かしらの変化が起こったり、

嫌なこと、伝えたいことなどがあったりすると行動障害の症状が出ることが

分かりました。そのため、その方なりに「伝えたい」「分かってほしい」など

の意思表示がその行動であるのだと学びました。また、そのような行動の原

因を作っているのは「環境」「私たちの介助・支援・接し方」であると分かり

ました。そこにどのような支援をしていくことが必要かを考え、実施するこ

とが適切な関わりを持つための鍵になっていると痛感しました。先入観や偏

見等でマイナスな考え方をし、その考えにとらわれるのではなく、その方と

関わったうえで相手がどのような人なのか、何故その行動をするのかと考え

支援につなげることが大切だと学びました。介護実習の集大成を終え介護福

祉士の社会的役割が大きいと感じています。この思いを来年度の社会福祉の

学びに活かせるよう努力していこうと強く思っています。 

 

第４期実習を終えて 

介護福祉学科 ２年 ヌル アジザー 

 今回の第 4 期実習は、2 年間の集大成となる最後の介護実習でした。二十

日間、介護老人保健施設で実習を頑張りました。今回の実習でもケース担当

者様の「介護計画」に取り組み、立案・実施・評価を行いました。進めていく

につれ、悩んだり迷ったりしましたが、施設職員の方や先生が応援してくれ

たので、最後まで頑張ることができました。 

 今回の実習でたくさんのことを学びました。特に重要だと感じたことは、

利用者様のことをできるだけ多くアセスメントし、把握することです。一人

一人、レベルも状態も違い、その方が出来ることを引き出していかなければ

なりませんが、それが本当に難しいと思いました。その他にも良い経験とし

て、多職種連携・情報交換は大事だと強く感じました。 

私たちは来年の 4月より介護福祉士となり社会で働きます。実習で学んだ

多くのことを忘れず、利用者様それぞれに合った・その方が望むべき介護方

法や展開が実現できるよう、努力していきたいです。 

介護福祉学科２年 ヌル アジザーさん 

生命保険協会「介護福祉士・保育士養成給付型奨学金」 

給付決定通知書を受け取りました。 

※介護福祉士・保育士養成給付型奨学金制度とは？ 

  介護の専門職として期待される介護福祉士、保育の専門職として期待される保育

士の養成を支援する目的で、介護福祉士・保育士を目指して勉学する人の為の給

付型奨学金制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年10月30日(土) 

静岡新聞掲載 ⇒⇒⇒ 

子ども心理学科１年 

杉山 祐汰さん 

勝間田怜音さん 

中村 英莉さん 

藤田 奈緒さん 

増田 綺星さん 

「フードドライ

ブ」啓発イベント

に参加した様子が

新聞に掲載されま

した！ 

 

令和3年10月31日(日) 

静岡新聞掲載 ⇒⇒⇒ 
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 学校法人 中村学園  editor．藪﨑 

１２月の行事 

 １日（水）ＯＲＴ臨地実習Ⅱ ～１２/４ 

      １ＴＷ・ＣＷ第２期実習 ～１２/１１ 

      ３ＴＷ第６期実習 ～１２/２５ 

 ２日（木）オープンキャンパス１７：００～ 

 ５日（日）Ｂ検② 

 ６日（月）ＯＲＴ臨地実習Ⅲ ～１/１５ 

      １ＣＰ保育所職場体験 ～１２/１０ 

１１日（土）社会人常識マナー検定JapanBasic 

      オープンキャンパス １３：１５～ 

１６日（木）Ｊ・Ｂ検ＣＢＴ １６：３０～  

１８日（土）入学選考 

２４日（金）ＡＭ：授業  

ＰＭ：ＨＲ、大掃除、防災訓練 

１月の行事 

 １日（土）元旦 

 ３日（月）ＯＲＴ臨地実習Ⅲ ～１/１５ 

 ６日（木）後期再開 

１４日（金）漢字能力検定 

１５日（土）社会人常識マナー検定 

１７日（月）２ＣＰ保育実習Ⅱ（保育所）～１/２９ 

２０日（木）Ｊ・Ｂ検ＣＢＴ１６：３０～ 

２２日（土）オープンキャンパス１３：１５～ 

２７日（木）オープンキャンパス１７：００～ 

２８日（金）硬筆書写技能検定 

３０日（日）介護福祉士国家試験 

◇令和４年度学生募集後期ＡＯ選考開始 

                 企画広報室 小林 昌人 

今年も新型コロナウィルスに振り回されて不便なことの多かった年で

したが、新しい生活様式に合わせた工夫の中から新しいものも生まれた

年だったと思います。本学のオープンキャンパスも来校型だけでなく、オ

ンラインでの実施等、新型コロナウィルスがなければ企画されなかった

ものもあります。これからはWITHコロナの中で、既存のものを取り入

れながら、様々な工夫を凝らして一緒に新しいものを創り出しましょ

う！ 

 在学生の皆さんには今年もオープンキャンパスやクリエイティ部等で

広報活動にご協力いただき、大変感謝しています。オープンキャンパス参

加者も、在学生の皆さんから学校や授業の様子を直接聞くことができ、大

変満足度が高いアンケート結果が得られています。近年では進路選択の

時期も早期化していて、高校1、2年生もこの時期からどんどん参加して

きます。「この学校に通いたい」「この先輩達と一緒に学びたい」と言って

いただけるよう、ぜひ皆さんの力を貸していただきたいと思います。 

 令和 4年度入学生募集では、後期AO入学選考のエントリーを受付中

です。本学で学べる分野の仕事を目指したい皆さんのご家族や友人、後輩

等がいらっしゃいましたら、ぜひ勧めてください！一緒に中村学園をさ

らに盛り上げていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「コロナ禍」という逆境での成長。「PTG」という言葉 

                                                         

進路室長 橋野 幸男 

 近年、「PTSD」、「post traumatic stress disorder： （心的）外傷後ストレス障害」 

という言葉をよく聞きます。「災害や事件・事故など命の危機が脅かされる衝

撃的な出来事や耐え難い精神的苦痛を経験した後に心が傷ついて、様々な

心身の症状に苦しみ、日常生活に支障をきたす状態」のことです。ところで、

最近、中原 淳さん（専門分野：人材開発、組織開発）のインタビュー記事の中

で、「PTG」 という言葉を知りました。ゼミナール活動に関するものです。 

 ― 2020年の 3月頃でしたか、新型コロナで集まれないとなったときに、学

生たちがサーッと引いていく感覚があったんですね。～ このまま放置し

ておいたらまずいと思ったので、いくつかの試みを始めました。まずは

「コロナ禍」という「悲劇」のイメージの書き換えです。コロナ禍を「悲惨な

出来事」と捉えるのではなく、「この状態は100年に1度のイベントである」

「こんな機会はめったにないチャンスだ」 というように、新たに捉えなお

すようにしました。いわゆる 「ポスト・トラウマティック・グロース」 〔post 

traumatic growth： （心的）外傷後成長。悲惨な出来事のあとの成長〕 で

すね。「悲惨な出来事のなかにこそ、君らの成長がある」と信じよう、と言

いました。 

    そういうなかで実施した一つが「オンライン合宿」です。誰もやったこと

がなく、これから社会でニーズも出てくるだろうからと、学生に「つくって」 

とけしかけまして（笑）。～ そのプロセスは、マニュアル化して、社会にた

だちに公開しました。 ～  ― 

 「PTG」 をネット検索すると、その説明や事例を見ることができます。例え

ば、オーストリアの精神科医 ヴィクトール・フランクル（ユダヤ人強制収容所

への収監。『夜と霧』の著者）や、アメリカ軍軍医 ロンダ・コーナム（湾岸戦争

で、イラク軍の捕虜。後に、陸軍のレジリエンス・プログラムの責任者） などの

話です。「PTG」 は、大きな困難と心の傷を乗り越えたからこその、「こころの

成長」です。人としての深い面での成長です。鍛えると磨かれる人間の「ここ

ろ」、それを知ることができます。 

            ‥              ‥            ‥ 

 実は研究で、トラウマ経験後に「PTSD」 になる人よりも、「PTG」 になる人

のほうが多いことがわかっているそうです。衝撃的な出来事がもたらす精神

的ダメージを否定することなく受け入れ、その経験の中から何かを学び取り、

新たな人生を創造しようと意識的に取り組むことで「PTSD」を回避し、「PTG」

を得ることが可能になります。その多くの事例で、「生きていられるだけで、と

てもありがたい。命を大事にしようと思った」とか、「周りの人に援けてもらい、

人の温かみがわかった。苦しかったけれど、大切な経験だったのかもしれな

い」などという「感謝の気持」が語られています。 

 皆さんもこのコロナ禍で、学業、実習・産学連携や研修修学旅行、あるいは

アルバイト、そして就職活動にと、学生生活の全般にわたって多大な制約を

被りました。先輩たちの知らない「逆境」に直面しました。しかし、そうした中で

も、スカラシップの学生をはじめ皆さんそれぞれに、新たなチャレンジに取り

組んできました。そしてその過程で、様々な方のご助力も頂いたことでしょう。

そうした経験を大事に、そして感謝の気持も自覚し、自身の成長に繋げてく

ださい。また今後、予期せぬ逆境に立たされ苦難に陥ったときにも、この

「PTG」を思い起こし、さらなる成長を獲得してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期ＡＯ入学選考 
 

【Ａ日程】 

・エントリー期間：11月15日（月）～12月20日（月） 

・結果発送   ：11月19日（金）～12月24日（金） 

【Ｂ日程】 

・エントリー期間：令和4年1月11日（火）～2月21日（月） 

・結果発送   ：令和4年1月17日（月）～2月28日（月） 

【Ｃ日程】 

・エントリー期間：令和4年3月1日（火）～3月26日（土） 

・結果発送   ：令和4年3月7日（月）～3月31日（木） 

 

入学選考 
①12月18日(土)②2月5日(土)③3月5日(土) 以降はお問合せください 

特待生・自己推薦・一般・社会人・留学生  選考 

 

オープンキャンパス 
・12月2日（木）17:00～18:45 ・12月11日（土）13:15～15:30 

・令和4年1月22日(土)13:15～15:30 以降毎月開催 


