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令和２年度 １学年「特別講座」授業報告 
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◎ ５月２８日（木） 

「看護・医療の仕事について」 

担 当：大手前大学 

国際看護学部の先生 

 

 

新型コロナウィルスによる臨時休校のため、中止し 

１０月１９日に大手前大学の施設見学を行う 
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◎ ６月１７日（水） 

「オリエンテーション」 

担 当：本校教員 

 

                    ※４月１６日(木)に実施予定だったのを、６月１７日(水)に変更 

◇Human とは？ Humanity とは？ 

◇どんなことをするか？ 

◇対人ヒューマンサービスの専門技術職に要求される能力、資質について 

◇受講するにあたっての留意事項、特別講座の計画、内容について 

◇現在の進路希望について 

 

 

≪生徒の意気込み≫  ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  今日のオリエンテーションを聞いて、改めて身だしなみや正しい言葉遣い・礼儀をしっかりしていかなけ

ればならないと思いました。総合ヒューマン類型では看護について学ぶことができるし、福祉や教育の目線

からのお話も聞くことができるので、全ての講義に積極的に取り組み、将来につなげていきます。また、講

義だけではなく、体験して学ぶこともできるため、実際により近い形で勉強できるというチャンスを１つ１

つ大切にしていこうと思います。ヒューマン類型では伊丹西高校の関係者以外にも外部講師の方がわざわざ

少人数の私達のために来てくださっていることへの感謝を忘れずに、しっかりと行動や態度で表していきま

す。 

 

 

  高校１年生から、医療・看護・福祉・教育といった４つの分野を学べる機会があるということは、とても

貴重なことだと思うので、１つ１つの講義や体験授業、実習を大切にし、大学受験や就職活動の際に生かせ

るよう学びたいと思います。そして、講義や体験授業で実践・発表など自ら進んで取り組みます。また、１

年生の間は総合ヒューマン類型の仲間とクラスが違うので、同じクラスの友人とはもちろん、他のクラスの

人とも協力し、日々レベルアップします。 

自分の将来の道を広げられるよう、広い視野を持ち、３年間で医療・看護・福祉・教育の基礎知識をたく

さん学び、人として成長できるように頑張ります。 

 

  私はこの３年間で看護師という仕事について、少しでも多くのことを学び、自分の将来の夢に向けて力を

つけていきたいと思います。そして、もっと自分を表現できる人になりたいです。今の私は恥ずかしがり屋

の性格で、人の意見に合わせたりして積極的ではありません。そんな自分を変えたいと思ったのが、総合ヒ

ューマン類型を受験した理由の１つでもあります。総合ヒューマン類型では自分の意見を主張することが多

くあると思います。さらに、ボランティアなどで自分から積極的に動く場面も出てくると思います。そんな

時、自分の意見をすぐに言うことができ、積極的な行動をすることができたら、将来の夢に向けての一歩を

踏み出せると思います。まず、この１年間は今の自分を変えるという１年間にしていきたいです。 

 

私は将来なりたい職業がまだはっきりと決まっていません。この３年間で色々な体験をしたり、講義を聞

いたりして、自分が本当になりたいと思っている職業はどちらなのかを見つけていきたいと思っています。

このヒューマン類型のどの分野も将来に役立ち、人間を相手にするという大きな共通点があると知りました。

今、私は看護師か介護士になりたいと考えていますが、保育・医療などについてもしっかりと学習に取り組

んでいこうと思っています。このヒューマン類型に入れなかった人もいる中で、入ることができたので、自

分ができることは積極的に取り組み、周りをよく見て考え、行動していこうと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◇老人介護施設の種類について 

◇高齢者の症状について 

◇介護の種類 

  

≪講義の様子≫ 

 

≪生徒の感想≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

私は幼い子と関わることより高齢者の方と関わる機会の方が多いと感じます。今回いろいろなお話を聞い

て、知らなかったことが多くて、どんな風に今まで接してきていたのだろうと不思議に思いました。今まで

疑問に思っていたことや、どんな病気になりやすいかなど、たくさんのことを学ぶことができました。最も

心に残った話は、中嶋先生のお母さんの話です。全てしてあげるのではなく、できることはしてもらう、相

手の意思を尊重するということです。私の中で勝手に介護というのは、全てお世話をしてあげるという考え

でした。お世話をするのを嫌だと思ったことがないと、中嶋先生は言っていました。私はとても素敵なこと

だと思いました。もし、私が介護してもらう立場なら、そういう考えをしている人にお世話をしてもらいた

いと思います。どんな時でも相手を最優先で考えるというのは介護だけでなく、普段の生活でもとても大切

なことだと思います。今回の講義で学んだことを、実生活でも活用していきたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今回の講義を受けて私が最も心に響いたことは、「できないを口ぐせにしてはいけない」ということです。

高齢でできないことが増えて、できないということが口ぐせになり、何もしないということがないようにし

ていると聞いて、確かにできないことは増えてしまうかもしれないけれど努力することによって、できるこ

ともあるだろうと思いました。これは高齢者だけではないと思います。何事にもまず、「できない」ではなく、

チャレンジをすることが大切であると、改めて感じました。最後に教えていただいた実習時の心構えは当た

り前のこととして、必要だと思いました。相手の目線に合わせて声をかけることや、自分勝手な行動をしな

い、人格を尊重するなど、です。それらのことを当然のこととしていくために、日頃から行っていくことが

最も必要なことであり、自分が今できることではないかと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

中嶋先生の講義を受けて、今まで介護のことを調べたことや考えたことがなかったので、とても良い経験

になりました。また、高齢者施設に実習に行くことが楽しみになりました。その実習での心構えがとても勉

強になりました。特に、目線を合わせて会話をすることは、幼稚園教諭でも当てはまることなので、将来の

夢と結びつけて、受講することができました。また、メモは必ず取る、メモ帳を持って実習をすることは知

らなかったので、新たな学びになりました。 

 

◎ ６月１８日（木） 

「高齢者について」 

担 当：関西保育福祉専門学校 

中嶋 昭典先生 
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◎  ７月７日（火） 

「高齢者施設見学」 

担 当：桃寿園，松風園 

施設職員 

 

 

新型コロナウィルスのため、中止 
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◎ ７月９日（木） 

「校外学習事前学習」 

担 当：本校教員 

 

 

 

 

・７月２１日（火）実施の校外学習（森ノ宮医療大学）に関する説明等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

◎  ７月２１日（火） 

「森ノ宮医療大学 

施設見学及び体験学習」 

担 当：森ノ宮医療大学 

 

 

 

新型コロナウィルスのため、中止 
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◎  ７月３１日（金） 

「心肺蘇生講習会」 

担 当：伊丹市消防局署員 

 

 

 

新型コロナウィルスのため、中止 
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◎  ９月３日（木） 

「福祉の仕事について」 

担 当：甲子園短期大学 

木村 弘子先生 

        ※４月２３日(木)に実施予定だったのを、９月３日(水)に変更 

◇福祉とは 

◇福祉の仕事について 

≪講義の様子≫ 

≪生徒の感想≫  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  私は昔から高齢者の方と関わる機会が多かったと思います。そのため、変化や接し方は分かっているよう

な気がしていました。小さい時から接する機会が多かったからか、自分はどちらかというとマイナスのイメ

ージを持っていました。大変そうとか、周りのことを全てしてあげなくてはいけないというようなマイナス

イメージでした。しかし、今回や前回の講座を聞いて自分が幼い時に持っていたイメージとは全く違うもの

だと感じました。全てしてあげるというよりかは、サポートするに近いものだと思います。木村さんが初め

におっしゃっていたように、安心・安全・快適な生活をするために少しお手伝いするような感じなのだと思

いました。福祉の仕事だけではないと思いますが、人と関わる仕事をしている人は多くの発見があるのだろ

うと思います。その発見により人として成長ができると私は思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  講師の先生の経歴にとてもびっくりしました。看護師を８年間も続けていて、そこから福祉の勉強をして、

甲子園短期大学で仕事をしていることに驚きました。特に凄いと思ったところは、自分の今必要なことを学

べるところに移動していることです。講師の先生が若い時は、子どもが通う病院で働いて知識を身につけ家

でその知識を役立てていたそうです。次は、講師の先生の親が高齢者になってきたので看護師の仕事を辞め

て、福祉を学びだしたそうです。私は、講師の先生のずっと何か新しいことを学ぼうとする姿勢が本当にす

ごいと思いました。いくら子どものため、親のためといっても、一から新しいことを学ぶのには勇気がいる

ことだし、なかなかできないことだと思いました。私も講師の先生のように新しいことに挑戦していきたい

と思いました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今回の講義を聞いて、私に今一番必要なことはコミュニケーション力だと感じました。福祉の仕事をしよ

うと思えば、相手のことをよく知ることが大切なので、相手のことを知るには、たくさん会話をすることが

必要だからです。私は将来保育士として働きたいと思っていますが、保育士は小さい子供たちと関わるだけ

でなく、子供たちの親など幅広い年代の方と関わるので、コミュニケーション力は欠かせないと気付くこと

ができました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今回の講義で今まで思っていた福祉のイメージではなく、新しい福祉に対するイメージが生まれたと思い

ます。介護についてくわしく学んで、高齢者の心や体の変化について多くのことを学ぶことができました。

そして、高齢者の方の心の変化は自分が思っていたよりも複雑でした。近くに私の祖母が一人暮らしをして

いて良く会うので、マイナスの感情があったら本当に悲しくなり、プラスの感情があったら嬉しくなります。

これから高齢者の方へ、近所で会ったら挨拶や、会話したりしていきたいです。 
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・ヒューマン類型に後期より加わる生徒を含めての今後のあり方等について説明等を行った。 

・学年主任からのお話 

・２学期最初の校外学習（１０月１９日実施：大手前大学国際看護学部）に関する説明等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ １０月５日（月） 

「オリエンテーション」 

「校外学習事前学習」 

担 当：本校教員 
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◎ １０月１９日（月） 

「大手前大学国際看護学部 

             施設見学及び体験学習」 

担 当：大手前大学国際看護学部 

卯川 久美・矢野 ゆう子先生 

◇学部紹介 

◇看護師の仕事について 

◇施設見学 

◇体験実習 … 聴診器 

≪講義の様子≫ 

 
≪生徒の感想≫ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 インターネットで調べるのとは違い、実際に見て触って学べたことは、とても貴重な体験でした。特に私

は小児看護学に興味があり、大手前大学の母性・小児看護学実習室を見学させていただいたとき、実習が効

率よく進められる仕組みになっていたり、たくさんの人形が白人や黒人など国際的な点にもこだわっていた

り、実践的な学習がしやすい設備が整っているなと思いました。看護師さんの活動場所が、とても多いこと

には驚きました。ホテル，刑務所などにも看護師さんがいることは知りませんでした。看護師になるには勉

強もたくさん必要ですが、コミュニケーションなどは今からでも鍛えられるので、今後意識して過ごそうと

思いました。 
 

 

大学に着いたとき、最初に思ったことはとても綺麗だということでした。建設してまだ２年目ということ

もあり、設備がしっかりしていました。たとえば、母性・小児看護学実習室の鏡が実習している人だけでは

なく、先生方や他の人も見ることができるように工夫されていたり、基礎看護学実習室でも実習している全

ての人に内容が伝わるようにモニターを使って授業をしたりするなど、とても効率の良い授業ができるよう

にしていると思いました。体験授業でも実際に使う物を使わせてもらって、身体の音を聞くなどとても貴重

な体験をさせていただいたと思いました。 

                                                 
 

今日の実習で一番心に残って、大事なことだと感じたところは、「看護師は患者の一番近くで、３６５日、

２４時間そばにいる強い味方であることが一番大事な仕事である」というところでした。私は保育士を目指

しているので、今回の実習は関係ないと考えていましたが、人と関わる仕事は全て相手のことを一番に考え

るという根本的なところは変わらないと感じました。 

                                                                          
 

今回初めて大学への校外学習に行って、自分が今目指している保育士とは違う看護師のことを主に学びま

したが、とても面白く興味がもてました。また、保育士とつながる部分もあったので深く勉強することがで

きました。看護師は３６５日２４時間患者の一番近くでどう病気の人と向き合って、サポートする大変な仕

事ですが、これは保育士にも言え、子供の一番近くでどう成長していくかを見守っていくという部分はつな

がっていると感じました。 
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◎ １０月２９日（木） 

「保育の仕事について」 

担 当：甲子園短期大学 

堀田 浩之 先生 

           ※５月７日(木)に実施予定だったのを、１０月２９日(木)に変更 

◇子供人口の減少 

◇幼稚園と保育所の違い、資格について 

◇認定こども園 

◇遊びを通しての学び、絵本について 

 

≪講義の様子≫ 

 
≪生徒の感想≫ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 初めて保育の講義を受けました。私は将来幼稚園教諭になりたいので、この講義を受けることができて、

嬉しかったです。幼稚園と保育所の違いは知っていましたが、認定こども園のことは詳しく知らなかったの

で、これからたくさん増えていくと聞いて、詳しく調べようと思いました。保育士や幼稚園の先生が普段１

人１人の個人ノートを書いているのは、私が幼稚園に通っているときから知っていましたが、改めてそのノ

ートを見てみると、今日１日何をしたかとか、どんなことができて、どんなことができなかったとかをしっ

かり細かく書いていて、本当に凄いなと思いました。講義を受けて新しく知ったことがたくさんありました。 
 

 

今まで保育士は子供達と一緒に遊んだり、歌ったりして、楽しそうな仕事だと思っていました。しかし、

子供達が遊んでいるのをただ見ているのではなく、どのようにして遊んでいるかなど遊びを通した学びを１

人１人見ていくことが必要なのだとわかりました。指導計画の作成では、子供達の興味・関心をどのように

引き出すか、遊びの中でどのように入れたらよいか考えます。幼児教育というものは遊びそのものだという

ことを知りました。幼児教育の難しさは、教科ではないので教科書がないということです。そのため１人１

人を見て考えることが必要です。私は看護も保育も観察するということが大事だと思いました。 

                                                 
 

保育に興味がある私にとって、今回の講義はとても楽しく勉強になりました。今の日本は子供についての

問題点が多いと改めて思いました。特に少子化は深刻であり、令和元年での合計出生数は１００万人を切っ

ているのに驚きました。また、「保育所は学びに向かう基礎を習う所、初めての学校」という教えが強く印象

に残りました。確かに、保育所・幼稚園は遊ぶことをメインにしますが、それだけではなく将来に続いてい

く道の一番基礎を作る大切な場所だと考えさせられました。幼稚園教諭になるにも保育士になるにも、資格

が絶対必要になるので、勉強をがんばろうと思いました。幼児教育の難しさは教科書も決まった評価もない

ところですが、私は逆にそこに魅力を感じました。人には個性があるので、その１つ１つに合った接し方が

できるのは楽しそうだし、やりがいがありそうだと感じました。 
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◎ １１月５（木） 

「管理栄養士の仕事について」 

担 当：大手前大学 健康栄養学部 

吉澤 みな子 先生 

◇管理栄養士とは 

◇管理栄養士がいる職場とは 

◇資格取得について 

≪講義の様子≫ 

 

≪生徒の感想≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 私は管理栄養士の仕事をあまり知りませんでした。しかし、今回の講義を聞いて詳しく知ることができま

した。例えば栄養士と管理栄養士の違いです。管理栄養士は管理栄養士国家試験を受けないといけないとい

うところです。また、管理栄養士の中でも様々な仕事があるということです。特に印象に残っているのが、

健康によいお菓子やメニューを開発する仕事です。低カロリーの食べ物を作っているだけではなく、アレル

ギーをもった人のためにも作られていて、見た目は同じだけどアレルギーのものを抜いたりしているという

ことを知ったからです。現在、健康長寿社会の実現に向けて管理栄養士の需要が高まってきているというこ

とも知れたので、さらに興味をもつことができました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 私の中での管理栄養士のイメージは「学校の給食のメニューを考える人」と思っていました。しかし、も

っと幅広い仕事がたくさんあるということを知って、私が思っていた以上に大変な仕事だということがわか

りました。食物繊維→タンパク質→糖質の順に食べると、血糖値が上がりにくいということを知りました。

私の祖父は血糖値が高いと言っていたので、その食べ方を勧めてみようと思いました。私が小学校の頃、給

食の時間に管理栄養士さんから栄養の大切さ、食育について学んだことがあります。今思い出せば、今回の

授業で学んだこととつながりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

管理栄養士の仕事の詳しい内容はあまり知られていないと思います。実際に私も簡単な仕事しかわかりま

せんでした。管理栄養士は自分が思っていた以上に大変でとても重要な仕事でした。私が一番驚いた管理栄

養士の仕事は商品開発についてです。また、健康に良いお菓子やメニューを栄養士が考えてくれています。

コンビニやスーパーでカロリーの低いお菓子や食品などをよく見ますが、このような食品を全て考えている

と思うと本当に凄いと思いました。今までは管理栄養士は遠い存在だと思っていましたが、こういう風に考

えてみると、身近に感じました。栄養教諭についても同様でした。小学生・中学生の時の給食時や、授業で

学んだことを覚えています。とてもわかりやすく栄養について教えてくれた楽しい授業でした。私の将来の

夢は看護師で管理栄養士との仕事とは全然違いますが、栄養については看護師に必要な知識でもあると思い

ます。今回の講義で管理栄養士に興味をもてたので、自分でもしっかり調べてみたいです。 
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◎ １１月１２（木） 

「ふれあい遊び」 

担 当：伊丹市子育て支援センター 

樫原 美雪先生 

 

◇子育て支援について 

◇今の親子の状況 

◇ふれあい遊び 

 

≪講義の様子≫ 

 

 ≪生徒の感想≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今日は「ふれあい遊び」の口座を聞いて子どもに関われるのは、保育園や幼稚園だけだと思っていました

が、子育て支援として子どもの成長を一緒に見守ることができるので、とても良いことだと思いました。子

育て支援とは何か、今日まで全く知りませんでした。子育てをしている人の役に立っているということは、

すごく伝わりました。ラーメン体操や、音楽を使った絵本の読み聞かせや、色めくりなど、様々な「ふれあ

い遊び」をさせてもらい、とても勉強になりました。自分の夢の選択肢の１つに考えてもいいと思えるぐら

い興味をもちました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今日の授業を通して、伊丹市の子育てに対する支援について詳しく知ることができました。伊丹市の子育

て支援センターはお母さんと子どもだけではなく、お父さんと子どもに向けた子育て支援センターがあるこ

とも知りました。昔はたくさんの大人が子育てに関わり協力してきたのが、現在では核家族世代や一人っ子

の増加から子育ての知恵やお手本が少ないのが子育て支援が始まった理由だということです。また、子育て

支援が始まってから約３０年も経っていることを知り、驚きました。子育て支援センターの利用を通じて子

ども達が子ども達同士で周りを見て育っていき学ぶための場所が生まれ、子ども達にとって刺激を与えるこ

とのできる大事な場所であることがわかりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今回はお話を聞くだけでなく、手作りの名札を作ったり、ラーメン体操やカードゲームで体を動かしたり、

最後には絵本を読んでもらいました。実際にこれらのことを体験してみて、楽しかったけれども、とても大

変なことだと思いました。少し裁縫するだけのやり方がわからなかったり、体操も少し恥ずかしがりながら

やってしまったりして、もし将来自分が前に出てやるとなったとき教える側がそれではいけないので、これ

から頑張っていこうと思いました。私も小さい頃に「みんなのひろば」に行った記憶があり、そのときから

今まで続く仲の良い友達もいるから、保護者にとっても子どもにとってもいい場所だと思いました。 
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◎ １１月１９日（木） 

「校外学習事前学習」 

担 当：本校教員 

 

 

 

 

・１２月１０日（木）実施の校外学習（聖和短期大学）に関する説明等を行った。 
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◎ １２月１０日（木） 

「聖和短期大学幼児教育保育学科  

施設見学及び体験学習」 

担 当：聖和短期大学 

 大北 先生 

◇幼児教育保育学科概要 

・取得資格・カリキュラムについて 

◇模擬授業受講 

  ◇施設見学 

≪講義の様子≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪生徒の感想≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

私は将来、保育士になりたいと思っているので、今日はとても楽しく、そして為になりました。特にキャ

ンパス内に保育園や幼稚園があり、授業で実際に子どもと触れあえる点はすごくメリットであると思いまし

た。子どもと話すときに気をつけなければならない理由は、子どもは大人が話すことを全てそのまま取り入

れるからです。「やばい」、「かわいい」などではなく、「これは○○でおもしろいね」、「ここが○○になって

いておもしろいね」など１語１語はっきりとわかりやすく発することが大事だと聞きました。それを聞いて、

日頃から丁寧な言葉を遣って１話１語しっかりわかりやすく相手に伝えることに気をつけようと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今まで言葉は人と話したり、何かを伝えるためのものだと思っていましたが、言葉にはものを認識したり

考えたり、行動を調整したりするという働きも持っていることがわかりました。子供達は周りで聞いた言葉

を覚えるので、保育者の言葉遣いはとても大切で、このことはどんな職業でも同じだと思うので、今後言葉

遣いを直していくようにしたいです。「言葉遊び」では、遊びを通して言葉を学んでいきます。しりとりをし

ているだけでも音節分解、音節抽出という作業をしているということを教わりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 言葉には４つの効果があることを知りました。1.もの知識（直接体験という五感を使って学び、発見や覚

えること）、2.思考（何か思い出すとき、頭の中でその物の絵だけを思い出すのではなく言葉と一緒に思い出

すこと）、3.行動の調整（静かに行動したいとき、発言までも優しい言葉遣いや静かに話すようになること）、

4.コミュニケーション（周囲の言葉から学んでいくこと）。普段何の意識もせず使っている言葉には、4 つも

の効果があり、生活を豊かにしているにだと気付きました。言葉を習得するのは子どもの間なので、保育者

の言葉遣いが重要であるとわかりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今回の校外学習は、私の将来に大きく関わることを学ばせて頂きました。聖和短期大学は、私の大学志望

の候補に入っているので、とても貴重な時間になりました。聖和短期大学は保育業界で知名度が高いことに

とても驚きました。競争率も高そうだなと思いました。他にも授業内容や施設内容など様々なことを聞きま

した。次に施設見学をさせて頂き、ピアノがたくさんある部屋や、教会など様々な施設がたくさんあって設

備が整っていると感じました。最後に、おもちゃや本のコーナーに案内して頂いて、たくさんのおもちゃで

遊びました。少しだけ幼少期に戻った感じがして楽しかったです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１月１４日（木） 

「校外学習事後学習」 

担 当：本校教員 

 

・１２月１０日聖和短期大学保育学科の校外学習について、各自が書いたレポートをもとに発表を行い、発表者

の感想等をまとめた。 

 

≪生徒の感想≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

聖和短期大学の事後学習をして、そこで学んだ幼稚園・保育のこと、大学の風景・施設内容を振り返るこ

とができました。私は発表したのですが、すごく緊張しました。原稿を覚えることや考えること、喋る時話

し言葉にならないようにすることなど、気をつけることが多く大変でした。今後、人前に立って喋る機会が

増え発表の回数も増えるので、良い経験になりました。この経験をいかして次につなげたいと思いました。

私以外の発表を聞いて、幼児教育・保育に対しての熱意が伝わり、学んだことや体験したことに関して、そ

れぞれ捉え方や感じたことが違ったりして面白かったです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今回私は発表しませんでしたが、先生も言っていたように発表までの準備がとても大切だと思いました。

私が文章を考えようとすると、何から書いていいのかとか、２分間より短くなってしまって、難しかったと

思います。発表をしている人の話を聞いて、声の大きさや話し方などで、伝わり方が違うと思いました。し

っかりと周りを見て、適度なスピードで話をしている人が聞きやすかったと感じました。今度こういう機会

がある時は、もっと前から準備をして、決められた時間内で人が聞きやすく、伝わりやすいように話せるよ

うになりたいです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今回の事後学習はとても良い勉強になりました。今まで講義を聞いたりする機会はありましたが、みんな

の前で自分の意見や感じたことを発表することはなかったので、緊張しました。みんなの発表を聞いてみて、

キャンパス内のそれぞれの施設についてのことなどをはっきりと思い出すことができました。１人１人で印

象に残っていることも、感じたことも違っていて、こういう考え方もあるんだなど、いろいろ学ぶことがで

きました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今回自分が感じたこと、思ったこと、考えたことを皆の前で発表したのですが、頭で言いたいことが分か

っていても、言葉で実際に話すことが難しいことが分かりました。他の人はハキハキ話していたのに、自分

は何回も詰まってしまったので、悔しかったです。次回発表する機会があれば、万全に準備して取り組みた

いと思います。 

  

私は聖和短期大学の施設見学に行くことができなかったので、他のみんなの体験したことを詳しく聞くこと

ができて良かったです。また、この発表を聞いて保育の分野に少し興味がおきました。子どもの成長につい

て、しりとりができない、「やばい」などと単語で話してはいけない、「～が～で～だよ」と言うほうが良い

など、知らないこともこの発表を聞いて知ることができて良かったです。みんなの発表を聞き、話の中に出

てきていた「絵本の部屋」、「おもちゃの部屋」がとても気になりました。 

  

それぞれ目指している仕事や大学は全然違うのに、いろいろな人の意見を初めて聞きました。私が聖和短期

大学に行ってみて、私が感じたことや学んだことと違った発表を聞いていて、新たに知ったことや、かんじ

たことがありました。発表している人にはそれぞれいろいろな発表の仕方がありました。皆の方をちゃんと

見て発表している人、間違えた時に「失礼しました」と言っている人、大きな声でハキハキと話している人、

予定の２分前後で話せている人、などがあります。私が一番すごいと思ったのは、皆の方をちゃんと見て発

表していた人です。その人の発表は聞きやすく、内容がとてもよく伝わってきました。私も日頃から人と話

す時や発表する時に、相手の目を見て行うようにしようと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ １月２１日（木） 

「１年のまとめと来年度に向けて」 

担 当：本校教員 

 

 

・１年を振り返った感想とアンケートの記入を行った。また、来年度の概要について説明を行った。 
 

≪１年間の反省・感想・印象に残ったこと≫ ―――――――――――――――――――――――――― 

 私の 1 年間の反省は、レポートを全て提出できなかったことです。将来どのような分野に進んでもレポー

トを出す機会はたくさんあるので、「期限を守る」、「言葉遣い」などに注意していきたいです。この 1 年間

ヒューマン類型で講義や大学見学など様々な活動に参加してみてわかったことは、伊丹西高のヒューマン類

型では実技や知識を学ぶことができ、将来役に立つことが身に付けられるということがわかりました。最も

印象に残っているのは関西保育福祉専門学校の「高齢者について」という講義です。知らなかったことや、

たくさんのことを印象的な話し方で詳しく教えて頂き、非常に興味深かったです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 初めは福祉について学んでいて、自分は保育を目指しているから関係ないと思っていましたが、実際に学

ぶと、人と関わる仕事だから共通点がたくさんあることに気づくことができました。「福祉とは人々が安全・

安心・快適な生活を送るための仕組みや考え方の総称」ということが、特に印象に残っています。このこと

は私にとって、保育の仕事に生かすことができると感じ、すごく勉強になりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 私は 2 学期の途中からヒューマン類型に入ったので、最初から居た人達より送れていたので、正直最初は

「何をしたらいいのか」とか、「どうやって学んだことをいかしていくのか」など、分からないことだらけで

した。しかし、大手前大学の体験学習や、いろんな先生方による講義、そして聖和短期大学の模擬授業を受

けて自分に足りないものは何か、保育士で大切なものは何かをたくさんではありませんが、見つけることが

できたと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 この１年間を通して感じたこととしては、ヒューマン類型で受けた特別講座や校外学習で学び感じたこと

は社会に出ても必要であり大切なことばかりであるということです。医療・保育・福祉などの道に進まなく

ても、どこかの場所・場面で生かすことができることばかりだと思います。これからいろんなことを吸収し

活かしていけるように、いろいろなことに興味をもち取り組んでいこうと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 反省はレポートの提出が遅れたり、校外学習の時に道に迷い遅刻したりしたことです。来年は提出物の期

限や時間を守ることを意識していこうと思っています。当たり前のことを当たり前のようにできるようにし

たいです。この１年で将来に向けての意識が高く持つことができたと思います。様々な分野の特徴を知るこ

とができて視野が広がり、それぞれ良いところがあり、学ぶことができて良かったと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 高校受験を除いて一番進路について考えた半年だと思います。私は保育・教育に興味があってヒューマン

類型に入りましたが、看護系大学の講義や周りの人の夢などを聞いて、今は迷っているところです。印象に

残ったこともたくさんありますが、特に校外学習が印象に残っています。話で聞くのと実際に行って見るの

とは、興味の強さが全然違いました。将来について考えたり、迷ったりしたのも、校外学習が大きなきっか

けでした。今では漠然とした将来ではなく、何がしたいか、なぜしたいかなど、細かい所まで考えられるよ

うになりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 私は志望している「保育」以外にはあまり興味がなく、関係のないものだと思っていましたが、人と関わ

る仕事の基礎的な部分は何も変わらず全て根本的に同じものだということがわかったので、ヒューマン類型

に入り人と関わることの大切さを学べて良かったです。特に保育に関しては、名札をつくる授業や、体操の

体験、そして聖和短期大学の校外学習など専門的なところまでしっかりと学ぶことができたので良かったと

思います。専門学校しか考えていなかった志望が短期大学まで広がったのと同時に、保育士への知識が一つ

増えたような気がして、とても嬉しかったです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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≪来年度に向けての意気込み≫ ―――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

来年度からは部活動と勉強を両立することを目標にしたいと思っています。この 1 年間でも大好きな部活

動に必死になって、テストでつまずくことがありました。保育の勉強も楽しくて好きですが、他の教科の勉

強がおろそかになってしまうと志望している進学先に行くことが難しくなってくるので、ヒューマン・教科

の勉強・部活動全て平等に頑張りたいと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 来年度はレポートを全て期限以内に提出できるようにしたいです。また、講義や大学見学など様々な活動

に関心を持ち、たくさんのことを学び将来なりたい職業を見つけられるよう、積極的に取り組みたいと思い

ます。また、来年度からヒューマン類型が集まったクラスで生活していくので、医療・看護・居郁・福祉の

4 つの分野の勉強だけでなく、学習面では上を目指し、行事では共に協力して成長していきたいです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

来年からはもっと講義も増えていくと思うので、しっかりと知識を身に付けていこうと思います。提出物

でも気を引き締めて取り組んでいこうと思います。また、保育だけでなく看護にも興味をもつことができた

ので、来年からはすべての分野について積極的に頑張ろうと思います。そして、ヒューマン類型のメンバー

とも仲を深めて、互いに高めあえるようなクラスにしていきたいです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2 年生からは本格的に授業が始まり、昨年よりも「体験をする」という授業が増えると思うので、時間の

使い方を考えていこうと思います。宿題などを追い込まれるまで溜めてしまうので、余裕をもってできるよ

うすぐに取り組むよう心掛けていこうと思います。自分が得意なことをもっと上達できるよう、そして苦手

を克服できるよう、予習・復習をしっかり行いたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 来年度は文章力と人前で発表する際に必要となる表現力を身に付け、それを生かすことができるようにな

りたいです。そのためにクラスでも発表したり、いろいろな場面に人前で何かをしたりしていきたいです。

作文を書くことなどを特に練習して書けるようになっていこうと思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

来年度からヒューマン類型で集まるクラス生活になるので、協調性を高めていきたいと思います。他のク

ラスに比べて女子の比率が高いので、ヒューマン類型にしかできないことを他のクラスに見せつける気持ち

でいきたいです。行事・イベントでは全力で協力して、常に優勝を頑張り、勉強面・生活面でも怠らないク

ラスにしていきたいです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

来年度は現在悩んでいる「将来やりたいこと」を、とりあえず大まかでいいので決定したいと考えていま

す。そのため、ヒューマン類型での学びを活かして、本当にやりたいこと、楽しそうだと思えることを発見

したいです。今よりもっと将来について考えて悩める１年にしたいです。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２年生では今年学ぶことができた「思いやりの気持ち」を忘れずに、日々の生活を送っていくようにして

いきたいです。２年生からは本格的な講義が始まりヒューマン類型のクラスになります。将来の夢が同じ子

や、同じではない子がいるので、いろいろな意見を聞くことができると思います。講義を受けて感じたこと

や学んだことの意見交換をして、たくさんの新たな発見をしていきたいです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


