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新型コロナウイルスをめぐる
主な動き
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WHO が新型コロナ
ウイルスを確認
国内で初めて感染確認
WHO「国際的な緊急事態」
を宣言
国内で初の感染者死亡
全国のすべての
小中高校に臨時休校要請
北海道独自の
「緊急事態宣言」
東京オリンピック・
パラリンピック延期
志村けんさん死去
7 都府県に
「緊急事態宣言」
「緊急事態宣言」全国拡大
「緊急事態宣言」39 県解除
8 都道府県は継続
「緊急事態宣言」
全国で解除

保育の選択授業で、ピアノの個人
レッスンをリモートで行いました♪

入学式・始業式が中止となり、
新入生ガイダンスも半日のみ
の分散登校をしました。
以降は休校となり、在宅学習
課題に取り組みました。

在宅学習課題を郵送しました。
クラスによっては、多くの課題も…

遠隔授業の準備！動画作りを
一人で黙々としていますっ！

緊急事態宣言を受け、5 月も休
校となりました。在宅学習を継
続するとともに、様々な手法で
遠隔授業も取り入れました。
エレベーター内も人数制限し、
三密回避に協力してくれています。
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介護 1 年生では入国制限のため
4 名の留学生が日本に来られず…

玄関やエレベーター前、教室入口
等々、消毒を設置しています。

6 月～半日の分散登校
が開始し、学校での対面
授業と遠隔授業を組み
合わせて行いました。

クラスメイトがその学生たちとオン
ラインで自己紹介をしました♪
ラウンジの座席数を減らし、
アクリル板を設置しています。

感染対策をした上で
通常授業となり、対面
授業と遠隔授業を組み
合わせて行っています。

実技の授業ではフェイスシールド着
用＆細かな手指消毒の徹底！

～

ラウンジ等の共有スペースは、
先生方で毎日消毒しています！

『コロナ禍への対応等』

自分たちが使用した机や椅子を
学生たちが消毒してくれています。

本道における新型コロナウイルスの猛威は、2 月の下旬に第一の波が押し寄せ、その後沈静化の傾向にありましたが、4 月に入っ
て第二の波が押し寄せ、以降、今日に至っております。この間、学園の取組として、皆様にお知らせしたいことは主に次の三点です。
一点目は、式典もなく卒業していった学生たちのために、教職員が動画配信を行ったことです。これは、時間のない中、卒業式を
行う予定であった 3 月 13 日にこだわった企画でした。各学科の教職員の創意と工夫による、心温まる試みだったと思います。
二点目は、登校できない学生に対し、オンラインによる遠隔授業や WEB 上でホームルームや健康相談サービスを行ったことです。
4 月早々から素早く対応したことで、学生の不安や悩みに耳を傾け、メンタルのケアに努めることができたと思っています。
三点目は、
「吉田学園学生生活特別支援制度」とした学園独自の経済支援を行ったことです。コロナ禍の影響で、アルバイトの収入
や仕送りが減少等した学生に対し、一人 3～5 万円の支援を行いました。
医療・福祉の人材は以前から不足しています。そして、今回のコロナ禍がこれに一層拍車をかけるかも知れません。しかし、私は
逆に、このコロナ禍によって、身を粉にして医療・福祉の現場で働く方々の重要性、素晴らしさを再認識した若者も数多くいると考
えています。そんな若者の思いをしっかりと受け止め、育て、社会に送り込んで行きたいと考えています。
止まない雨はありません。明けない夜もありません。この厳しい状況を、共に乗り越えて行きましょう。皆さん、どうぞよろしく
お願いいたします。

校長

大山 節夫

保育未来学科 2 年生・介護福祉学科 2 年生・社会福祉学科 4 年生の卒業学年を対象とした、毎年恒例の就職セミナ
ーが開催されました。例年は 3 学科合同開催のところ、今年はコロナウイルス感染防止のため、クラス単位での実施
となりましたが、6～7 月にかけて『就職活動のための身だしなみ・メイク講座』と、
『就職活動のマナー・面接講座』
を全員が受講しました。
『身だしなみ・メイク講座』では、スーツの着こなしや美しいネクタイの結び方のほか、ビューティーアドバイザ
ー経験のある教員による就活メイク講座が行われ、印象アップのメイク術の方法が伝授され、みんな真剣に取り組ん
でいました。
『就職活動のマナー・面接講座』では、株式会社マイナビ様より講師を派遣いただき、面接のポイントはもちろん、
つい気を緩めがちな面接前後の超重要ポイントなど、学生が体験しながら学べる充実した内容でした。
今年はこのコロナ禍において、今までとは違う求人動向・就職活動となっていますが、それにもめげず学生たちは
希望をもって精力的に活動しています。学校としても、オンデマンド方式による『履歴書作成講座』など、さまざま
な工夫・方法も取り入れて学生一人ひとりが納得のいく就職ができるようサポートしていきます！

7/20(月)毎年恒例の「SST 実践授業」が行われました。
「SST」
とは「ソーシャルスキル・トレーニング：社会生活技能訓練」
といって、円滑な対人関係やコミュニケーションなど社会生
活で必要になるスキルのトレーニング法として、精神保健福
祉・児童福祉・障害者福祉の分野で広く実践されているもの
です。
ソーシャルワーカーも SST 実践を行う立場になるため、と
ても大事な学びの機会になるとともに、私たち自身の学生生
活や今後仕事をする上でも大事になってくるものです。
最初に講師による講義、デモンストレーションがあり、そ
のあと、学生たちが自分たちで検討しながら進めていきました。
この授業は『精神科ソーシャルワーク論Ⅱ』をご担当いた
だいている Office こころの杜 山口愛先生により行われて
いるものですが、今年度はコロナウイルスの感染予防のた
め、広い教室を準備して、マスク着用・ソーシャルディ
スタンス・換気を徹底しての実施となりました。
「コロナ
時代」となり不便なことも多いですが、何とか工夫
しながら今年も実践的な授業を行う
ことができました！

2 年生の『認知症の理解Ⅱ』の授業で、株式会社ツクイ様
に来校していただき VR 体験を行いました。この授業はバー
チャルリアリティーの技術を活用し、認知症の症状を疑似体
験できるというものです。
学生たちはつけ慣れない機器を装着し、空間の距離感がう
まく認識できない視空間の失認の症状を体験！その次は、無
いものが見える幻視の症状を体験し、どのように感じたか数
名の学生たちに発表してもらいました。
「とても怖く、気持ち悪さもありましたが、利用者がどの
ように感じているのか分かりました。」
「利用者の立場になって声かけすることが、改めて大切だ
と感じました。
」 など…
今後、認知症の方と関わる際に、相手がどのよ
うな不安を抱いているのか、その思いにどのよう
に寄り添うと良いのか、など考える良いきっ
かけになったと思います。

例年の約 3 ヶ月遅れの 7 月、『1 年生を迎える会』を行いま
した。
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、延期になっていた
行事でしたが、授業再開とともに学生同士十分に距離を確保
し万全な対策の中で開催。始まる前まではお互い緊張してい
るようにも見えましたが、1 年生の為に各自たくさんの練習を
重ねてきた 2 年生は、ペープサートや手遊び、自己紹介など
授業で学んでいることをとても活き活きと発表してくれまし
た。そんな 2 年生の姿に感動しきりだった 1 年生。1 年間学ぶ
ことで、いろいろな面で大きく成長し、まるで現場の保育士
のように自信を持って発表する先輩の姿に、
これからの目標が出来た 1 年生も多かった
ようでした。
わずかな時間でしたが、学生達にとって
とても貴重な体験だったと思うので、こ
れからも保育を学ぶ仲間として学年を
超えて一緒に努力し素敵な保育者に
なっていってほしいと思います。

令和 2 年度 10～3 月行事予定
※コロナウイルス感染状況により、変更する可能性があります。

●介護福祉学科・社会福祉学科共通
10/1(木)～11/16(月)
介護実習Ⅱ－①・Ⅱ－② 学内代替実習（２年）
11/27(金) 介護福祉士学力評価試験
1/31(日) 介護福祉士国家試験
2/2(火)～3/5(金) 介護実習Ⅰ（１年）
●介護福祉学科
10/26(月) 障害者スポーツ選手の講話（１年）
12/14(月) 介護ロボット等の福祉機器体験（１年）
10/28(水),12/22(火) 介護福祉士学内模擬試験（２年）
●社会福祉学科
10/8(木)～12/14(月)
精神保健福祉援助実習 学内代替実習（４年）
10/28(水) 卒業研究発表会（２～４年）
11/2(月)～3/16(火) 相談援助実習 学内代替実習（３年）
11/17(火) 社会福祉士全国模擬試験（４年）
12/3(木)～7(月) 社会福祉主事実習（２年）
1/18(月)～2/4(木) 精神保健福祉援助実習（３年）
2/6(土)～7(日) 精神保健福祉士・社会福祉士国家試験
●保育未来学科
10/5(月)～17(土) 保育実習Ⅱ（２年）
11/4(水) えりっこ観劇・ワークショップ（１・２年）
11/6(金) 保育実習報告会（１・２年）
11/18(水) 子育て支援活動（１・２年）
12/9(水) クリスマスコンサート（１・２年）
1/25(月)～2/16(火)
保育実習Ⅰ（施設） 一部学内代替実習（２年）
1/25(月)～2/6(土) 保育実習Ⅰ（保育所）
（１年）
2/17(水) 施設実習報告会（１・２年）
3/3(水) ２年生を送る会（１・２年）
●学園行事
3/12(金) 卒業式・祝賀会
●学校行事
3/16(火) 進級生終業式
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福祉・保育大学校で就職内定をいただいた学生にインタビューしま
した！第一号は、介護福祉学科 2 年生の平田 夢香さんです♪
就職内定先：特別養護老人ホーム 平成苑（札幌市白石区）
Q.働きたいと思った理由は？
…1 年次の実習で平成苑へ行き、実習後アルバイトをさせていただい
ていました。その中で、施設理念の『明るく、楽しく、元気よく』
を体現している職員さんの姿に憧れを抱いたからです。
Q.初めての就職試験はどうでしたか？
…面接練習を先生方にしてもらい臨みました！が…とても緊張しま
した。しかし、就職内定をいただき、とても嬉しかったです！
Q.就職後の抱負をお願いします！
…就職してくれて良かったと思っていただけるように、残りの学生生
活で知識・技術を身につけていこうと思います。

☆今号の似顔絵コーナー☆

作：保育未来学科２年
阿部 愛香さん

≪Q&A≫
Q.どのような存在？
…時には厳しく、時に
は友達のように親身
になって話を聞いて
くれる
Q.良いところは？
…無邪気な笑顔で生徒
よりも楽しむところ
Q.直してほしいとこ
ろをあげるなら？
…学生よりも若々しく
可愛いところ！

わたしが書いた○○先生は？？

作：介護福祉学科２年
斉 海山さん

≪Q&A≫
Q.どのような存在？
…いつも生徒に囲ま
れている、皆の憧
れ的な存在
Q.良いところは？
…優しくて責任感が
あり、皆にわかり
やすい言葉で授業
するところ
Q.直してほしいとこ
ろをあげるなら？
…ないです！

【編集後記】
秋冷が爽快に感じられる、心地よい季節を迎えました。今年度は例年とは全く違う形のスタ
ートを切ることになった学生たち。新しい生活様式になかなか慣れない中、学生と教員が一
丸となってここまで乗り越えてきました。今後も予断を許さない状況ではありますが、安心
した学生生活を過ごせるよう教員一同サポートしていきます。
学校新聞委員会
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♪

