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◎ ６月９日（火），１６日（火） 

「オリエンテーションおよび進路実現について」 

担 当：本校教員 

             ※４月１４日(火)に実施予定だったのを、６月９，１６日(火)に変更 

 

◇今年度実施の年間計画の確認と概要説明等を行った。 

 

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

 久しぶりにヒューマン基礎の授業を受けて、先生方のお話を聞くと、ヒューマンクラスの私達が他のクラ

スの人よりも良い環境で学ばせてもらえていること、期待してもらえていることを知って、今までよりもし

っかりと気を引き締めなければならないと思いました。それと同時に私にはまだヒューマンサービスに求め

られる資質が身についていないことのほうが多かったので、まずは今の自分を変えていくことから始めなけ

ればいけないと思いました。そのために自分が怖い・苦手だと思っていることから逃げることなく積極的に

取り組み、何かを間違えた時落ち込んでネガティブになるのではなく、間違えたことを生かせるようになり

たいです。この１年間で色々なことを体験し、色々な人と出会って次の学年にあがる時には違う自分になれ

たと言えるようになりたいです。 

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

 ヒューマン類型で入学してから去年１年間、大学の先生方の講義を聞かせていただいたり、大学や施設の

見学をして作業・理学療法士という職業を初めて知ったり、看護師になるために必要なことなど、たくさん

の分野でたくさんのことを学んできました。でも、私がヒューマン類型の入学した目的である保育教諭とい

う目標は変わりませんでした。これは意志の固さを表しているのと同時に、まだまだ他の職業について知る

ことができていない部分があるということなのではないかと感じました。目標を変えるつもりはありません

が、絶対はないと思います。これからの１年間は、これまで学んできたことをふまえながら、たくさんのこ

とを知り、自分の知識や視野の幅を広めていき、目標や進路をしっかりと定めて３年の受験生までの準備が

できる１年にしていこうと思います。 

今日のオリエンテーションで、これからの生活を見直そうと思いました。家の手伝いをすることは親を楽

にするためだけだと私は今までそう思っていましたが、今日の先生のお話でそれだけではなく、「将来の自分

のため」という意味もあることを知ることができました。休校中課題として、１週間家の手伝いをして学ん

だことがたくさんあります。そのことと、今日オリエンテーションで学んだことを活かして、これからも家

の手伝いをしていきます。また、生活面だけでなく進路面もしっかりと決めていきます。今、保育系か看護

系のどちらに進もうか迷っていて、それを決める土台となるのは、このヒューマンの講義だと思うので、自

分の進路を決めるために、この授業を活用していきます。 

 

 

 私の将来の夢は看護師です。この総合ヒューマン類型では人と関わる職業について学べます。１年間看護

師について学んできた中で、コミュニケーション能力が重要であり、患者さんの気持ちを理解するのが当た

り前のことだということに気がつきました。私は去年、自分の気持ちを相手にうまく伝えられなかったり、

積極性がなかったりと、自分の夢からは遠く離れた行動をとっていました。だから、今年からは気持ちを切

り替えて、積極性を常に意識して行動しようと思っています。 

 

 

 私はこの１年間のヒューマン基礎の授業で、しっかりと将来の夢を決めていきたいと思っています。

今のところ「栄養」や「教育」に少し興味がありますが、仕事の内容など分かっていないことがとても

多いので、しっかり講座を受けて真剣に考えていきたいです。 

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

 私は中学生の時から介護福祉の仕事に就きたいと思っていました。しかし、ヒューマンの講義を聞い

ていく中で、保育の仕事にも興味が出てきました。そのため、私が本当になりたい職種がまだ決まって

いない状態であるので、これからたくさんの講義を聞いて、私がなりたい職業を見つけていこうと思い

ます。 
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◎ ６月１６日（火） 

「赤ちゃん先生 ～育児体験～」① 

担 当：NPO 法人ママの働き方応援隊 

           阪神東高校 上野桃子ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ他 

                             

 

 

新型コロナウィルスによる臨時休校のため、中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

◎ ６月２３日（火） 

「看護の学びについて」 

担 当：大阪青山大学 
                            松永 有加 先生 

◇看護師とは 

◇バイタルサインについて 

◇看護職とは 

≪講義の様子≫ 

 

≪生徒の感想≫ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
患者が快適に過ごせるためにベッドのシーツをきれいに整え、バイタルサインのチェックをしっかりと行

うことが基礎看護援助であって、大切な役割にあたると思いました。看護師に向いている人の項目にある人

間が好きや人の世話をするのが好きという点が、自分に当てはまっていたので、以前よりも興味関心が高ま

った気がしました。将来看護師を目指している私にとって、どんな看護師に向いているかを知ることができ

たので良かったです。人に生きる希望と力を与え、生まれた時から最期の瞬間まで、その人らしく生きるこ

とを支援する看護師というのが、とても素晴らしい存在だなと改めて強く思いました。 

 

 看護師に向いている人のお話をしていて、その中の性格では全く当てはまらなかったので、これからは少

しずつ磨いていこうと思いました。保育士になりたいと考えていますが、事故などが起こった後や病気にか

かってしまったら、行くところは病院なので、少し知ることができて良かったです。コミュニケーション能

力はどの仕事に就いたとしても必要となってくるので、等しく人に接することができるように少しずつ力を

つけていきます。バイタルサインの意味はあまり知りませんでした。救急車で運ばれた時、指についていて

何をしているのかが分かりませんでしたが、今日に講義で新しく知ることができました。今はコロナの状態

で看護師・医者の話をニュースで聞くことが多くなってきているので、身近なことのように感じました。 

 

 

今回は「看護の学び」について学びました。私もとても興味のある分野だったので、学ぶことの多い１時

間でした。また、大学で学ぶことの具体的な例などは自分自身のこれからの進路を決める上で参考になりま

した。大学では看護の実践と理論の研究をするそうで、実践などよりも座学が多いという話を聞き、どのよ

うなものでも基礎がなによりも大切だということを改めて再確認できました。バイタルサインや脈拍の測定

などについての話も聞きましたが、測定を行う上でのコツや注意点などは患者の負担にならないように常に

気を配っているのだということがよく分かる内容でした。こういったことから、看護師という職業は周りを

よく見て考えて行動することが大切だと感じました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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  ６月３０日（火） ６限 

  「ボランティア活動 

 ～ボランティア活動のススメ～」 

           担 当：伊丹市社会福祉協議会／ 

                       伊丹市ボランティア・市民活動センター 

大重 美和子 先生 

◇ボランティア活動とは 

◇ボランティア活動をする上で気をつけたいこと 

◇自分らしい活動を始めるために  

≪講義の様子≫ 

 

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

今回の講義では私の中でのボランティアに対する考えが少し変化しました。そもそもボランティアをする

人は、「わざわざボランティアの時間を作っている人」が多いと思っていましたが、無理なことではなく、で

きることをしていると知り驚きました。中には助けたいという気持ちから時間を作って参加する人もおられ

るかもしれませんが、きっかけが少しの興味や暇だからということにも少し驚きました。私は困っている人

を見たりすると、どうしても気になってしまいます。ボランティアはやりがいがあるとは思いますが、遠い

場所まで行き、何日間も続けるのはしんどそうだと思って、重労働という印象を持っていました。しかし、

講義中に見た資料の中には、これなら自分にもできるのではないか、というボランティアがいくつもありま

した。小さなボランティアでも良いから参加してみようと思います。 

                                                 

今回はボランティアについていろいろ知ることができました。ボランティア活動は自分から積極的にする

活動だから、絶対にやらなければいけないことではないけれども、全国で約 768 万人の人たちが社会福祉

協議会に参加していることを知りました。報酬が得られなくても誰かの役に立ちたい、困っている人を助け

たいと思っている方たちがたくさんいて、私も嬉しい気持ちになりました。80 歳からボランティアに参加

している人もいると聞いて驚きました。年齢関係なくできるというのもボランティアのいいところだと思い

ました。私自身も町中で困っている人を見て、できるだけ声をかけようと考えてはいるものの、なかなか勇

気がでず、考えるだけで終わってしまうことが何度かあったので、これからはどんどん積極的に声をかけて

みようと思いました。 

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

ボランティア活動には興味があったのですが、なかなか行動にうつすことができなかったので、この講義

を聞いて積極的にやってみようかなと思いました。私は将来、人と関わっていく仕事に就こうと思っている

ので、今からボランティアを通してたくさんの人たちと関わっていけたらいいなと思いました。1995 年の

阪神淡路大震災があって、そこからボランティアが本格的に始まったと聞いて、良いことが、災害があって

見つかることができて、これからの社会に影響ができて少しは良かったのではないかと思いました。私は電

車などで困っている人を見かけたら席を譲ったり、話しかけたりすることを高校に入ってから心掛けて行っ

ているのですが、この行動がボランティア活動に繋げているのなら今後も続けていこうと思いました。 
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◎ ６月３０日（火）７限 

「分野別研究レポートを作成しよう」 

     

担 当：本校教員  

 

・ヒューマン類型生徒が希望する「看護」「医療」「保育」「福祉」分野について、各自の進路に応じたテーマを設定し、

それらについて調べ、レポートにしてまとめる作業を行った。 
 

  １３～１９頁以降に作品（抜粋）を掲載。 
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◎ ７月７日（火） 

「保育講義と、その実習」 

担 当：甲子園短期大学幼児教育保育学科 

堀田 浩之先生・上田 智佳先生 

        ※４月２８日(木)に実施予定だったのを、７月７日(火)に変更 

◇保育の仕事について 

◇幼稚園と保育所の違い 

◇実習・手遊び 

◇保育者に求められること 

≪講義の様子≫ 

 

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

今回の授業を受けて今までよりも保育士になりたいという夢が強くなりました。子どものために仕事をす

る、子どものために喜んでもらえることを考える、そういったことを改めて学ぶことができたからです。た

だ単に子どもが好きだけでも、ダメだということも学ぶことができました。保育士になれば、遊びの計画を

立てたり、一人一人にあった進め方を考えたり、きちんと人を見て学ぶことも大切なことなのだ思いました。

もちろん一人だけでできないこともたくさんあると思うので、先生同士が協力することも、とても大切だと

いうことを知りました。「ひげじいさん」という手遊びを違う観点から見た時、「保育士はすごい」と思い、

また自分も成長したなと実感することもできました。 

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

保育士には自分の得意なことをもつことが求められていることを知りました。保育の１日の流れでは、子

どもは胃が小さい分考えて食事の時間をとり、子ども達が寝ている間に一人一人の連絡帳を記入するなど、

いつでも子どもを支える素晴らしい仕事だなと思いました。私も幼稚園の頃、親と離れるのが寂しくて泣い

ていた時、何度も幼稚園の先生に支えてもらったことをよく覚えています。子ども遊びの中の「ひげじいさ

ん」では音程が少しずつあがり、遊び１つにも意味があることを知り、おもしろいなと思いました。このよ

うに、子どもは遊びの中から少しずつ成長していると思うと、保育士は子どもの成長を見届けられるので、

魅力的な仕事だなと思いました。 

 

今回の講義を受けて小さい頃の思い出を思い出してみると、やはり先生のことを覚えているし、どんな先

生だったかをというのを大人になってもちゃんと記憶しているので、保育士という仕事は本当にやりがいが

あると改めて感じました。覚えてくれていたら、あの時大変だったけど頑張って良かったなと思えるし、こ

れからも頑張ろうという励ましにもなるので、さらに保育士という夢を叶えたいと強く思いました。人それ

ぞれ苦手なことが必ずあると思いますが、先生同士協力しあい助け合いながら、子どもを援助することも保

育士に求められることだと学んだので、気を張りすぎずに楽しくストレスなく保育士という仕事をこなして

いけるよう頑張りたいと思いました。 
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    ◎ ８月２５日（火）・９月１日（火） 

「コミュニケーションと手話Ⅰ・Ⅱ」 

担 当：伊丹市聴力障害者協会 

清原 貴子先生 

               伊丹市登録手話通訳者 

福田 知子先生 

             ※５月２６日(木)，６月２日(木)に実施予定だったのを、８月２５日(木)，９月１日(木)に変更 

 

◇聴力に障害が出る原因        

◇聴力障害者とのコミュニケーションの方法 

◇手話の実習              

◇指文字の実習 

◇聴覚障害者の生活 

◇指文字・手話実習 

≪講義の様子≫ 

 

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

  今回の講義では２人の先生に来ていただいて、最初「どっちが聴覚障害者だと思う？」と聞かれて、正直、

全然わからなかったです。しかも清原さんは耳が全然聞こえっていないのに、声を出して話せていたのでと

ても驚きました。コミュニケーションの手段は、今まで私は手話や口話と・筆談など少ししか知らなくて、

触手話や指点字について教えていただいた時、そんな手段もあるのかとびっくりしました。そして、手話で

の簡単な挨拶と５０音を教えていただきました。「あ」から「ん」までの５０個と１０個程度の挨拶だけだっ

たけど、全然覚えられなかったし、思っていたよりも難しくて、その他にもたくさん覚えて使っているのは

本当にすごいと思いました。 

聴力障害をもっている人はテレビでしか見たことがなかったぐらい、近くに聴力障害をもっている人がい

なかったです。今日清原さんを見た時、健全な人とやはり喋り方が違うと思い、聞き入ってしまいました。

隣で福田さんが手話で会話をしていました。全く見たことがない風景で、手話で簡単に会話ができると思っ

たら、手話を覚えて聴力障害の方と話すことができたらいいなと思いました。清原さんと福田さんが手話の

指文字を教えてくださいましたが、似ている指文字が多くて、とても惑いました。すごく丁寧に教えてくだ

さったので、しっかりと覚えて、清原さんと手話で会話をしたいと思いました。来週も手話の授業があるの

で、この１週間で１個でも多く今日習った手話を覚えられるように、復習しようと思いました。聴力障害を

もっていても、元気で明るい清原さんを見て、元気をもらうことができました。 

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

  今回の講義では手話と指文字の練習を中心におこなわれました。最初は聴覚障害や手話などのコミュニケ

ーション方法を話してくださいました。他の人から聞くのと、実際に耳が聞こえず手話や指文字を普段から
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使っている人から聞くのでは説得力が違うと思いました。手話を教えてもらいながら実際にやってみると、

思っていたよりも複雑で難しかったです。今回教えてもらったもの以外にもたくさんあると思うと、覚える

のは本当に大変なことだと思いました。指文字も同様で、似ている手の動きかし方をするものがいくつかあ

ったので難しかったです。手のひらの動きや向きだけで表す文字や意味が変わってしまうので、丁寧に覚え

ていかないといけないと思いました。手話や指文字を教えてくださる時に、語源や覚え方なども一緒に教え

てくださったので、面白いなと思いながら講義を受けることができました。だから、二人の先生にはとても

感謝しないといけないと思いました。 

 

 

 今日は先週に引き続き手話の勉強をしました。前回は基本的な挨拶の手話と、指文字の 50 音や数字など

を中心に学んだけれど、今回は自分の名前の手話を教えてもらい、自己紹介をしました。私は皆の前で自己

紹介を手話でしました。最初は教えてもらった手話しっかりできているか不安だったけれど、２人の先生に

ちゃんと伝わっていたのがすごく嬉しくて、貴重な経験になりました。他には町で耳の聞こえない人に出会

ったらどうしたら良いかや、注意するべき点などを教わりました。私が驚いたことは、喫茶店やレストラン

でも座る位置や場所にも気をつけなければいけないということです。なぜなら、手話通訳の方の手話が見え

るように、光の入り方や逆光を気にしないといけないからです。耳が聞こえない人の家の造りは少し違って

いて、各部屋に人が来たことを知らせるライトのようなものがついているということも、今日初めて知りま

した。 

 

私は耳が聞こえない人の生活がどんなものか考えたことがありませんでした。家に人が来た時には、イン

ターホンで知らせてくれたり、朝起きる時にはアラーム音で目覚めたり、私たちは普段から音を頼りにして

いることに気がつきました。しかし、耳の聞こえない人は音のかわりに振動や光で判断していることを教え

ていただきました。例えば、アラームは枕の下やポケットの中に目覚まし時計を入れ、その振動で起きてい

るといことです。耳が聞こえなくても健常者と同様に生活ができることは素晴らしいことだと思いました。 

 

 初めて聴覚障害者の方に会って実際に話を聴いて手話などを教えていただき、感じたことがたくさんありま

した。最も印象に残っているのは、最後におっしゃっていた「かわいそうだと思わないでください。私たち

には手話があります」という言葉です。正直、普通の人と比べてしまってかわいそうと思う部分があるけれ

ど、不便なことを補ってあげることで対等になることができる。私はその言葉を聞いてすごく納得しました。

人と人とが協力し合えばより良い世の中になっていくし、差別もなくなっていくと思います。もし、私が聴

こえない人に出会った時、講義で習ったことを活用してお互い通じ合うことができれば相手も嬉しいと思う

ので、積極的に助けてあげたいと思いました。もう一つ印象に残っているのが震災の時のお話です。阪神淡

路大震災の時の避難所でマイクの放送しか無かったため、列に並んでいないのに、並んでいることになって

いたなどという状況があったということです。それを改善して欲しいと要望した結果、東日本大震災で活用

され、マイクだけでなく、掲示やプラカードが使われたということです。どこかで感じたことや、学んだこ

とを違う場で活用することで困る人がだんだん減っていくのではないかと思いました。震災などという大変

な状況に中でも、１人でも多く不安な方を減らしていきたいと強く思いました。 
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９月８日（火） 

「栄養管理が患者の未来を変える」 

   ～医療従事者としてのやりがいとは～ 

     大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部栄養学科 

                井尻 吉信先生 

◇管理栄養士とは 

◇栄養管理とは 

◇利他の心 

≪講義の様子≫ 

 

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

今回は初めて管理栄養士のことを学びました。私は管理栄養士という言葉は知っていましたが、どんな仕

事をするのかなどは知りませんでした。今回の講義で様々なことを学びました。病院で働いている管理栄養

士は患者さんとコミュニケーションをとって、現在の状態を知り、体に触れることで栄養がとれているかを

確認してから、今後の食事の栄養を考え、その人に合った食べ物で最低限の栄養を患者さんの口から食べて

もらうことによって、点滴からの栄養で足りなかったものが摂れるようになり、回復が早くなるんだと思い

ました。栄養が摂れていない状態でリハビリをしても筋肉がつかなくて、意味のないリハビリになってしま

うので、しっかり食事をして栄養を摂ることが大切だと学ぶことができました。質の高い栄養のサポートを

することにより、患者の未来を変えることができる仕事なのだと思いました。 

                                                 

私は今回の講義で管理栄養士のことを詳しく学びました。私の小学校には管理栄養士さんがいました。給

食の献立表などいつも細かく書かれていて、詳しく見たことはなかったけど今回の講義を聞いてカロリーの

計算や栄養のバランスなどをしっかり考えられていたことを知りました。今まで管理栄養士は学校の給食室、

病院や市役所などにいるイメージでした。しかし、学校や病院の他にも地域のクリニックで患者さんに寄り

添い栄養状態を考えたり、患者さんの話を聞き理解してあげたりすることを知りました。大阪樟蔭女子大学

の卒業生の方で、食品開発の会社に就職して管理栄養士の資格を生かせることを知り、自分が知らないだけ

で、たくさんの場所で管理栄養士の方が活躍されていると思いました。最後に講師の方が言われた「利他の

心」という言葉は私が目指している看護師にも関係することなので大事にしたいと思います。 

今回は管理栄養士の仕事について教えていただきました。管理栄養士の食に関する仕事を詳しく聞くのは

初めてだったので興味深かったです。私は管理栄養士という職業をよく知らなかったので、勉強になったこ

とがありました。今まで点滴ばかりだった人が口から食べ物を食べられるようになって、回復が早くなった

と言うことです。栄養バランスが整った食事を摂ることは体によいとはよく聞くけれど、本当に回復が早く

なることを初めて知りました。その料理にも様々な工夫がしてあって、今まで食べられないと言われ点滴で

栄養を摂っていた人の約 70％の人が食べられるようになったという話にとても驚きました。私が思ってい

る以上に食事は大切だということを学びました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ ９月１５日（火） 

「心と体のしくみ」 

～基本的メカニズム＆実習～ 

担 当：関西保育福祉専門学校 

             介護福祉科  尾﨑 朋子先生 

◇健康とは 

◇バイタルサインについて 

◇自分の体温・脈拍・血圧などを測ろう 

≪講義の様子≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 講義を聴いていて，自分の知識が無いために、患者さんの命を落としてしまうことがわかりました。もし、

自分に知識さえあれば亡くなった人を救えなかったかと思うと本当に後悔でしかないと思います。自分にた

めにも、相手にためにもしっかりと学校で学ぶ必要があることを知りました。実際に自分の脈拍数や血圧、

体温を調べました。体温は普段調べることができますが、血圧などは普通できないのでとても良い体験にな

りました。至適血圧だったので安心しました。グループの人たちと楽しくできました。講師の先生の 40 歳

を過ぎてから学校で１から学ぼうとする姿勢が、本当に素敵だと思いました。 

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

 今回は心と体のしくみについて講義してくださいました。私は将来福祉系の仕事をしたいと思っているの

で、とても楽しみにしていました。６限のときに聞いた先生の体験談の内容がとても深いと思い勉強になり

ました。技術があっても知識が、知識があっても技術がないといけないということを学びました。専門的な

知識や技術を身につけたら、利用者さん達の役に立てることが増えるかもしれないと思ったので、早いうち

に介護福祉士の資格を取得したいと思いました。そうすることで理想の介護福祉士に少しでも近づきたいで

す。介護福祉士の定義や、その内容を初めて知り、介護の仕事の奥深さが少しわかったような気がしました。 

 今回の講義で、介護をするのにも医療的な知識は必要だということがわかりました。今まで介護は普段の

生活のサポートという認識しかありませんでした。しかし、尾﨑先生が、寝る時間になってもベッドに腰か

けていた方が１週間後に亡くなったという体験を話してくださったときに、腰かけていた理由に気づくこと

ができて、尿の量が少ないことの意味に気づくことができていたら、１週間後に亡くなることはなかったか

もしれないとおっしゃっていて、医療的な知識は介護でも欠かせないものだということがよくわかりました。

また、バイタルサインはその時の状態・姿勢などでも変わってくるということを知りました。それぞれのバ

イタルサインの数値が示す意味をきちんと考えて理解することが非常に大切になってくるということが、よ

くわかりました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ １０月６日（火） 

「認知症サポーター養成講座」 

 

担 当：特別養護老人ホーム 伸幸苑職員 

          ※同時に実施予定だった伸幸苑訪問はコロナウィルスのため中止 

 

◇認知症とは 

◇認知症の人への対応について 

◇認知症サポーター 

≪講義の様子≫ 

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

 今回認知症についてのお話を聞き、私の曾祖母について思い出しました。私の曾祖母も認知症で、勝手に

家を出て迷子になりかけたり、祖母と母の名前を忘れてしまったりしてしまうことがありました。認知症は

自分も年をとるとなりうる可能性があります。だからこそ、もっと理解しないといけないことであり、認知

症の人への対応の仕方もしっかりできるようにしないといけないと改めて思いました。誤った対応をすると、

認知症の方は焦ってしまったり、自尊心を傷つけたりしてしまいます。対応の仕方を変えるだけで、全く違

ってきます。優しくゆっくり話しかけたり、驚かせたりせず、相手の言葉に耳を傾けることが大切だと思い

ます。これから、祖母なども認知症になってしまうかもしれません。正しい情報を理解し、認知症に方に出

会ったりした時に、きちんとした対応ができるようになりたいと思います。 

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

 今回は認知症と認知症の人との接し方を考えました。認知症というのは、もの忘れが多くなって覚えられ

なくなる病気としか思っていませんでした。しかし、実際はもっと深く、同じ認知症でも人によって進度や

症状は変わってくるということがわかりました。私が特に印象的だったことは２つあります。１つは加齢に

よるもの忘れと認知症の違いについてです。最初はほとんど同じようなものだと思っていましたが、厳密に

は少し違うということがわかりました。違いは何をしたかを思い出せないことと、根本的にしたことをわす

れてしまうということではないかと思いました。そして，認知症は他人事ではなく年をとれば誰でもなる可

能性がある病気だということも改めてよくわかりました。２つ目は、街で認知症の人に出会った時の正しい

行動についてです。どんな時でも思いやりや優しさを持つことを忘れないことが、認知症の人を傷つけない

ようにするために必要だと思いました。 

 認知症はお年寄りの人がなる病気だと知っていましたが、85 歳以上の４人に１人の確率でなるほど、多

くの人がなる病気だと初めて知りました。加齢によるもの忘れと、認知症の記憶障害との違いが正直わから

なかったのですが、話を聞いて理解できました。今一緒に暮らしてはいませんが、私の祖父母もいつ認知症

になるかわからないので、正しい対応ができるようにしておきたいです。今まで自分が当たり前のようにし

てきていたことが、急にできなくなるのは、本人が一番辛いことだと思うので、早く症状を良くさせるため

に、周りのサポートが何よりも大切なことだと、今回の授業で知ることができました。 
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◎ １０月１３日（火） 

「看護職ってなんだろう」 「ドキドキ！親体験」 

担 当：大手前大学 

国際看護学部看護学科  

木野 寛子先生・中口 尚始先生 

        ※４月２１日(火)に実施予定だったのを、１０月１３日(火)に変更 

 

◇看護師，助産師，保健師，准看護師について 

◇大学と看護専門学校のちがい 

◇国際看護学部とは 

◇看護師の離職問題 

≪講義の様子≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

今回は看護職や国際看護についての講義と親体験の実習をしました。助産師だけが唯一開業できるという

ことや、ナイチンゲールが看護において具体的にどんなことをしたのかなどを初めて知りました。また、大

学と専門学校の違いについても詳しく知ることができました。保育の学校に進学しようと考えているので、

違う部分もあるかもしれませんが、大学か専門学校か迷っていたので改めて進路を考えるきっかけになりま

した。一番印象に残ったことは、親体験の実習です。今まで、赤ちゃんを抱っこしたりお世話したりする機

会がなかったので、赤ちゃんがどんな重さなのか、赤ちゃんに対してどんな対応をすれば良いか、具体的に

知ることができませんでした。今回の体験で赤ちゃんが思っているより重いのだと感じることができました。 

                                                 

今回の講義の中で「へこたれない看護師」という言葉がすごく印象的で頭に残っています。国や、価値観、

習慣、文化の違いなどの多様性を理解し、その違いを尊重し受け入れることが大切だと強く感じました。看

護だけではなく保育にも言えることだと思いました。子供が相手ですが、子供の親との信頼関係がとても大

事だと思うので、お互いが尊重し合える良い関係を築く必要があると思います。職場での人間関係、親御さ

んからの言葉、子供と接し続ける体力などたくさんありますが、その不安を少しでも減らすために、今でき

る最大限の努力が大切だと感じました。 

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

私は将来、看護師として働きたいと考えています。今回印象に残った話はベッドメイキングが看護の始め

ということです。今まで何度か講義を受けてきてコミュニケーションの大切さや、技術面の大切さを学んで

きたので、あまり考えることがなかったベッド周りというのは印象的でした。ベッドシーツをきれいな状態

で保ち、患者さんを迎えることは当たり前のように思っていましたが、こういった些細なことが入院を不安

に思う患者さんの心をやわらげることができるのかもしれないと感じました。看護師は人のために何かをす

るという人とのつながりが深い職業だと痛感しました。同じ病気を患っていても、患者さん１人１人の特徴

や性格などは違います。「病気を診るのではなく、患者さんを看る」というのが、看護師だと強く感じました。 
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◇ 今まで受けた講義について、各自が書いたレポートをもとに学んだことを発表し、発表者の感想等をまとめた。 

 

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

  クラスの人の発表を聞いて、それぞれの分野で大切にすべきものがあり、それはどの分野にも共通するこ

とを知りました。その中でも特に大切だと思うことは「コミュニケーション能力」を身につけることと、人

に対する「思いやり」です。どちらも無意識に行っているかもしれませんが、意識して行うことで今まで以

上に周囲に気配りができると思います。これから周囲に気配りできる人になるためには、たくさんの人と話

して「コミュニケーション能力」を身につけて常に優しく接することが大事だと思います。今まで発表する

ときは紙をもって、紙に向かって発表しているような感じだったので声があまり通らなかったけど、紙を置

いて前を向いて発表することで、発表者の表情がわかり、声がよく通ることがわかりました。私もこのこと

を発表の時に生かして、暗唱をして発表できるように今の内から準備しておこうと思いました。 

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

 今回 24 人の印象に残った発表を聞いて、一番思ったことはとてもハキハキしている人が多かった印象で

した。みんなの感想を聞いて思い出すことや、感じさせられることがとても多かったと思います。看護では

ナイチンゲールの言葉が心に残った人が多く、認知症では優しく接してあげ身近な病気だからこそもっと知

識を増やす対策が必要だと感じました。各講義１つ１つ学んだことや大切なこと、今の私達にできることが

あり、社会の一員になる自覚をもたないといけないと、今回のみんなの感想を聞いて、改めて思いました。

人と関わりをもつ仕事に就きたい人が多いからこそ、コミュニケーション能力や相手を思う思いやりがない

と何事に対しても意味がないと思います。 

 

 

今回発表した人は初めての事後学習の時よりも、姿勢や声量、言葉遣いなどがすごく成長していたという

ことです。初めての時は、声もあまり大きくなかったし、１分で発表が終わってしまう人もいたし、話し言

葉の人もいたりなど、問題点が目立っていたのに、今回の事後学習はみんな声も大きく態度も良くて、１年

でこんなに変わるのだと実感しました。しかし、自分の発表は成功とは言えないものでした。早口になって

しまったり、語尾をのばしてしまったりなど、反省点の多い発表になってしまいました。次回の事後学習で

は反省点を改善し、より良い発表になるようにがんばります。 

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

「認知症の方々について」、「聴力障害者について」、「看護職について」の３つの分野の発表者が多かった

と思いました。私も印象に残っているのが同じものだったので、もう少し表現を変えて伝えられたら良かっ

たのではないかと思いました。記憶が薄れていた部分を思い出すことができたので、この授業を受けて良か

ったです。個人個人で思うことは様々だと思いますが、今日のみんなの発表は丁寧な言葉遣いで発表してい

たので聞きやすかったですし、前をできるだけ向くようにして話していたので、何を言いたいのか伝わりや

すかったです。管理栄養士の話の覚えている部分と少し忘れかけていた部分もあったので、１つ１つの講義

のメモを書くだけでなく、しっかり聞いていこうと思いました。 

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

 

 

 

 

◎ １０月２０日（火） 

「事後学習」 

担 当：本校教員 
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◎ １０月２７日（火） 

「乳児の発達とコミュニケーションについて」 

担 当：NPO 法人ママの働き方応援隊 

                      向井 朋子先生 尾村 佑希先生 

ママ講師と赤ちゃん先生 

◇ママ講師の出産・育児のお話 

◇ふれあい・育児体験 

◇母親のキャリアプランについて 

◇感想シェア 

≪ふれあいの様子≫ 

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

  私の班は４ヶ月の赤ちゃんと触れ合いました。赤ちゃんを観察していると、何度か寝返りをしたり、音が

出る物に興味を示したり、物を掴んだりするという動作が多く見られました。それらのことを見て、赤ちゃ

んの成長はきっと早いんだろうと思いました。また、赤ちゃんの笑った顔や、泣いた顔も見ることができま

した。赤ちゃんが泣いてしまったとき、お母さんが抱っこするとすぐに泣きやんで、笑顔になっていたので、

母親の偉大さを感じました。７限目のお話を聞いて命の大切さについて改めて考えるようになりました。特

に、「自分の命を自分から終わらせない」という発言を聞いて深く心に響きました。 

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

 旺大ちゃんを一目見て、よく動く子だと思いました。ボールを持ってピョンピョン走って行くなど、止ま

っている時間が全然ありませんでした。動きっぱなしだったら目を離せないから大変だと思いました。言葉

がしゃべられない分、よく見て何がしたいかなどに気付いてあげないといけないので、行動をよく見ること

が大事だと思いました。石や松ぼっくりを拾ってプレゼントしてくれた旺大ちゃんを見て、抱きしめたくな

りました。２人のお母さんの話を聞いて、やはり子供を授かると産休や育休を取らざるを得ないことがわか

りました。それに、一度辞めてしまったら、もう一度職に就くのは難しいと思いました。 

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

ヒューマンに入ってから一番楽しみにしていた赤ちゃん先生の講義だったので、前日からどういったこと

ができるのか、どんな話が聞けるのだろうかと、とても楽しみにしていました。外に出たら高校で見ること

のない小さい子供がたくさん居て、小さい子供が好きな私にとって幸せな空間でした。自分のグループの担

当であるいろはちゃんの所へ行くと、最初は人見知りしているためか、私たちと目が合いませんでした。少

しずつ時間が経つと段々目も合ってくるようになり、笑顔も増えて、仲良くなれた気がして良かったです。

いろはちゃんのお母さんの話を聞いていたら、「The キャリアウーマン」という感じがして、こういう女性

になりたいと、憧れをもちました。赤ちゃんとの触れ合いが終わってから、２人のお母さんの話を聞きまし

た。看護師をしていたお母さんの話で、看護師としての知識がありすぎて子育てに不安を感じたりとか、乳

癌を経験して不安になりながら、生きるのも嫌になるぐらい挫折していたが、子供の将来を見たいから生き

ようと思えるようになれたりなど、お母さん一人一人が違う意見をもった自立した素晴らしい人でした。自

分のお母さんに感謝しないといけないと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ １１月１０日（火） 

「医療の仕事について」 

担 当：森ノ宮医療大学保健医療学部 

        石塚 充弘 先生 

 

◇医療職の種類と仕事 

◇チーム医療について 

    ◇理学療法士とは・作業療法士とは 

    ◇医療職に求められるもの 

≪講義の様子≫ 

  

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

今日の講義は今までの講義と違って、現実的な話だったと思います。看護師の仕事内容だけでなく、理学

療法士など様々な仕事内容もたくさん知ることができました。また、医療者に求められるものは、思いやり、

高い志、向上心などの内面的なものだということも教えていただき、とても深く感心し、求められるものは

技術だけではないと気付くことができました。私は今まで医療職になぜコミュニケーション能力が必要なの

は、患者さんと話すためだと思っていましたが、今日の講義でそれだけではなく、患者さんの情報を得るた

めや、患者さんとの信頼関係を築くためなど、様々な目的があることを知りました。今日の講義で、今まで

に聞いたことがなかった情報や、高校生のうちにしておいた方がよい勉強など、自分のためになる話をたく

さん聞くことができました。 

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

今回はとても勉強になることばかりでした。看護のお話は今までにもたくさん講義を受けてきましたが、

今回が一番たくさんのことを学ぶことができたと思います。看護医療分野の資格としての魅力や、仕事とし

ての魅力など、改めて知ることができて良かったです。医療者とは人のために働くやりがいのある仕事をす

るなど、誰かの役に立ちたいと思う人が就く職業だと思いました。私は看護の分野に就こうとは思ってはい

ませんが、すごく興味をもつことができました。医療とはお医者さんと看護師の人たちがメインで治療して

いくのだと思っていましたが、本当は患者さんやその家族もチーム医療の構成員だということを初めて知り、

すごく印象に残りました。 

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

 医療職を将来の目標としているので、本当に自分にためになる講義内容でした。私は作業療法士を目指し

ていますが、今日の講義で多くの医療職について教えていただき、臨床工学技師や診療放射線技師などの仕

事内容や魅力を知りました。特に診療放射線技師は放射線治療しか知らなかったのですが、技師の写真の撮

り方で、患者さんの病気が見つかったり見つからなかったりするので、技師の人達の技術が必要だというこ

とがわかりました。私が一番大変だと感じる医療職は臨床検査技師です。ここで間違えてしまうと、医師の

治療方法やリハビリの仕方など、全てが変わってしまいます。自分の知識でその患者さんの治療方法が決ま

ってしまうのは怖いことだと思いました。いろいろな医療系の職業の話を聞きましたが、私はやはり作業療

法士になりたいと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ １１月１７日（火） 

「(子どもを支える)自信を持つとはどういうこと？」 

担 当：神戸親和女子大学発達教育学部心理学科 
 

                  松本 麻友子 先生 

 

◇ピグマリオン効果とは 

◇自尊感情・自己肯定感を高めるには 

◇仮想的有能感 

◇教師と生徒の関わり方について 

 

≪講義の様子≫ 

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

今回の講義を聞き、とても共感する場面が多かったです。昔から数学が苦手でなぜだろうと考えたときに、

勉強したのにミスが多くて良い点数が取れなかったので、能力がないのだと思っていました。今回聞いた話

は私にピッタリ当てはまると思いました。幼い頃に感じたことは今の高校生の私にも響いています。私は幼

稚園の先生になりたいと思っています。私のこの経験から、私が先生になったとき、その子の苦手なものは

別の方法で克服したり、褒めたりしてわつぃみ内になってほしくないと思います。また、心理学を初めて教

えていただいて、とても興味を持ちました。心理学体験はとても楽しく、意味を知ると確かにその通りだと

思うものばかりでした。生徒と先生の関係が、一番仮想的有能感が強くなってしまうということを知り、私

は絶対に仮想的有能感が強い子にさせないために、その子をしっかりと理解してあげたいです。私は先生に

言われて嫌なことだったり、勝手に判断されたりするという経験がありました。私はそんな先生には絶対に

なりたくないです。言われた側はそのことを一生引きずってしまうこともあります。私は子供にいい影響を

与えられる先生になりたいです。 

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

今回の講義を受けて初めて自信を持つということについて考えました。そして、私は今まで自分の長所や

短所についてじっくり考えることもありませんでした。それらのことは教師と自分たちとの関係にも繋がり

があるということに、とても驚きました。確かに小学校の頃に、先生から褒められたことがとても嬉しかっ

たのを覚えています。しかし、大きくなるにつれ褒められても、嬉しいのだけれど、どうせ嘘なのだろうと

思うようになることが増えた覚えがありました。だから、今回先生がおっしゃっていた「褒めるだけではい

けない」という話に、とても共感しました。また、仮想的有能感を低下させるためには教師との関りが密接

にあることなど、教師の影響が大きいことを教わりました。将来保育士を目指しているので、しっかりと自

覚と責任感を持って、子どもに接していけるような人になろうと思いました。いいと思ったことをするので

はなく、その行動がどのような影響を与えるのかをじっくりと考えて、これから行動していきたいと思いま

す。また、園児 1 人 1 人のことをしっかりと観察して、それぞれの園児に合った対応ができる保育士になり

たいです。 
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◎ １１月２４日（火） 

「保育の内容について」 

   ～環境指導と健康指導～ 

担 当：聖和短期大学 

坂口 将太 先生 

◇保育における「指導」の意味 

◇保育内容 ５領域とは？ 

◇保育内容「環境」について 

◇保育内容「健康」について 

≪講義の様子≫ 

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

 今まで保育についての講義はたくさん受けてきましたが、健康と繋げて考えたことはあまりありませんで

した。今回学んだことは、保育者として子どもの身体的・精神的・社会的の３つの側面からの健康を保つた

めには、まず子どものことをよく知るということです。私は今まで保育士の細かい仕事内容を知りませんで

した。今回の講義を受けて、こんなにもやることが多いということを知りました。私は中学 2 年生のトライ

やるウィークで保育園に５日間お世話になりました。その時は保育士の仕事がこんなにもあるとは全く知り

ませんでした。本当にしんどいであろう保育士さんは、誰一人しんどそうな顔をせず子どもと接していたこ

とを覚えています。子どもの健康管理や、すごしやすくするための環境整備などに加えて、自分の健康管理

も決して怠ってはならない保育士・幼稚園教諭は大変な仕事だと感じます。 

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

私は今将来何をしたいのかが定まっていませんが、今回の講義は大人になったとき自分が子どもを育てる

ことがあるときに必要になる知識でした。子どもは１人１人性格が違うので、その子にあった環境を作って

あげることが重要だということがわかりました。しかし、最近では建物が増えていて公園が減っていたりし

て、子どもにあった環境がつくれなくなっています。その時に自分がその子に何をしてあげられるのかを考

えてあげたいです。保育者は子どもの「やりたい」に答えなければいけないので、それができるような大人

になりたいです。「健康」とは体に異常が無いことをいうのだと思っていましたが、健康とは身体の状態を表

すだけではなく、精神の状態も関わっていることを知りました。 

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

 今回保育の中での「遊び」の役割についての講義を聞かせていただいて、伝承遊びの話がもっとも印象に

残っています。その例として、紙鉄砲を教えて頂きました。紙鉄砲を斜め上に向かって素早く、そして最後

に手首を使って振ると、紙鉄砲が開いて大きな音がなるというものでした。紙鉄砲で遊ぶ動作が、キャッチ

ボールをする時の動作が組み込まれていると教えて頂きました。他にも、たくさんの伝承遊びの中に様々な

動きが組み込まれていて、それらの遊びの中から子ども達はたくさん学んで成長していくということがわか

りました。 

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



32 

 

 １２月１日（火） 

「事後学習」 

担 当：本校教員 

 

 

◇ 今まで受けた講義について、各自が書いたレポートをもとに学んだことを発表し、発表者の感想等をまとめた。 

≪講義の様子≫ 

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

今回 1 年生から数えて 5 回目、2 年生では 2 回目となる事後学習でした。前回の事後学習をしてから受

けた講義を発表している人もいて、また新たな発見がありました。前回は違う視点で考えることや文章の作

り方、言葉遣いなどについて考えていかなければならないと思っていましたが、また新たな改善点を見つけ

ました。それは、講義を受けて実体験や現在の状況と結びつけて考えるということです。そうすることによ

って、これからやるべきことが明確に、また具体的に見えてくるのかなと感じました。 

 

皆顔を上げて伝えようとする姿勢があったので、聴く側も聴きやすかったです。先生が言っていたように

原稿を丸暗記して発表するのではなく、伝えたい内容をその場で伝えるという 1 つ上の発表を次はしたいと

思いました。前に立つと緊張してしまうのは練習量が足りていないからだということを芸能人言っていたの

を思い出しました。緊張しなければ伝えたいことを 100％で伝えられると思います。だから次の発表では、

今回よりも練習して挑みたいと思います。 

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

皆の発表を聞いて、前回の事後学習の時よりも前を向いて話していたり、きちんと覚えていたり、声が大

きくて聞き取りやすかったりしたので、自分もそのレベルになれるようにもっと頑張らないといけないと思

いました。また、思っていなかったことを知ることができたり、共感できることもたくさんあったりして、

勉強になりました。人の意見を聞くことは、自分の知識にも良い影響を与えてくれるので、とても大事なこ

とだと思いました。 

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

今回の事後学習で 1 番に驚いたことは、発表者の態度や話し方、声の大きさなどです。初めての事後学習

の時を少し思い返してみました。下を向いている人や声の小さい人がとても多かったと思います。しかし、

今回発表した全ての人が、下を向かず前を向き、堂々と発表していました。改めて 1 回 1 回のヒューマンの

授業を大切に取り組むということは、自分のためになり、そして将来につながっていくということを感じま

した。また、大切に取り組んできたからこそ、堂々とした態度で発表することができるのだろうと思いまし

た。次に、私が印象に残ったのはコミュニケーションと手話についての発表です。3 人の方が発表していま

したが、1 人１人違った視点から見ていたり、とらえていたりしていることがとても印象に残りました。特

に手話は思っていたより身近なものだと感じたと言っている方がいました。確かに、この講義が無ければ手

話とは難しいものだと感じているだけだったと思います。 
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◎ １２月１１日（金） 

「介護予防 ～福祉レクリエーション～ 」 

担 当：履正社医療スポーツ専門学校   

 

                           逢坂 幸右 先生 

 

◇高齢者がレクリエーションをする上での注意 

◇内容 

◇介護予防について 

≪講義の様子≫ 

 

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

今回の授業は１学期行う予定だったが、新型コロナのためにできなくなってしまったものでした。私は介

護関係に興味があったので、できなくなったと知った時にはすごく残念だと思っていました。しかし、こう

して別の日に学ぶ場を設けてくださってとても嬉しかったです。講義はレクリエーション中心のもので色々

な人と関わって、体や頭を使ったのでとても楽しかったです。特に４人グループを作って行ったテニスボー

ルを回すものと、４人で手をつないで円を作るものが一番難しかったけれど、その分一番楽しかったです。

私達のグループだけではなく、他のグループの笑い声や、協力する声が聞こえてきたので、クラスがとても

良い雰囲気になっていて、レクリエーションはすごいと思いました。 

「レクリエーション」というのはワイワイするというイメージでしたが、今回の講義でレクリエーション

の大切さを改めて学ぶことができました。特に私が一番印象に残ったのは、野菜か果物を言いながらボール

を投げるというものです。見ていたり頭で考えることはできても、いざするとなると、足が出なかったり、

言葉が出なかったりとすごく難しかったです。また、笑うということの大切さも改めて学ぶことができまし

た。よく笑うことは病気を治すのにも、とても良いと聞きます。確かにレクリエーションをすることで、私

自身自然と笑顔になっていました。 

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

私は介護福祉に興味があったので、今回の講義はとても勉強になりました。声を出して言うことと、手を

使って行う動作が違うので、少し難しかったです。少しでも手を動かしたり、声を出したりすることによっ

て、頭の運動になりました。私はまだ１０代だから簡単に行うことができるけど、６０代・７０代やそれ以

上の高齢者の人はその動作をするのにも時間がかかるので、頭の回転が衰えているということがわかりまし

た。また、足も同時に動かすことはすごく難しくて、その場で与えられた動きをすることはできても、前に

進みながら同じ動作をすることはとても大変でした。 

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

今まで介護のレクリエーションについて深く知る機会がなかったので、また新しい知識が得られました。

脳の活性化には手を動かしながら声を出すことや、指導者が対象者の集団に楽しめるような雰囲気を作り出

すアイスブレーキングや、その雰囲気を作り出すための段階、自分の思った通りに身体が動かせる能力を養

うためのコーディネーショントレーニングなどは、聞いたことが無かったので勉強になりました。 

 



34 

 

◎ １月１２日（火） 

ディベートⅠ 

「ディベートとは」 
 

担 当： 本校教員 

 

◇「ディベート」の概要説明・演習 

 

 

◎  １月１９日（火） １月２６日（火） 

ディベートⅡ・Ⅲ 

「経験してみよう、ディベート」 

 

担 当： 本校教員 

 

◇１月１９日（火） 次週ディベートのための準備 

   ―論題（テーマ）別に分かれ、班編制を行い、ディベート用のデータ等を集めるー 

 

◇１月２６日（火） ディベート実践 

「日本でも積極的安楽死を法的に認めるべきである」 

「日本（文科省）は教科書をタブレットにするべきである」 

「新しい学年は、４月ではなく９月から始めるべきである」 
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≪生徒の感想≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ディベートをしたことがなかったので、とても良い経験になりました。相手の話を素早く理解し、伝えた

いことや疑問をまとめて発言することが思っていた以上に難しく、苦戦しました。私は質疑だったのですが、

予想していた内容では反駁になってしまうため途中で変更しました。本当に焦りました。しかし、勝利する

ことができて良かったです。 

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

ディベートは中学校の国語で何度かしたことがありましたが、今回のように計画的に考えて取り組んだこ

とは初めてでした。相手チームからどういう発言がくるかわからない中、相手の発言に対してチームで考え

て論理的に返答しなければならないのが、とても難しかったです。自分たちはまだまだ力不足だということ

を実感しました。これから、このような機会はもうないと思いますが、今回経験したことを他の場面や、将

来に生かしたいと思います。 

 

今回３回にわたってディベートについての講義を受けました。調べ学習をする前やディベートを行うまで

は肯定側の意見の方が多く出てきて、説得力もあると思っていました。しかし、否定側の方でも意見として

言えることは多くあって、どちらにも利点も欠点もあるからディベートとして成り立つし、人それぞれ意見

も違うと感じました。今回は自分の思い通りにできなかったので、次の機会には前を向いて話すことや、丁

寧な言葉遣い、１つ１つの流れの意義をもっと考えていこうと思います。 

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

 私たちのチームは最後の発表だったのでかなり緊張しました。本格的なディベートをしたことがなかった

というのも緊張した原因の１つです。私は否定側第一反駁で、どうしたらよいかわからなかった部分があり

ましたが、２つのディベートを見てからだったので、やりやすかったです。初めての本格的なディベートで

勝つことができたのは嬉しかったので、次は違うテーマでやってみたいと思いました。時間を守ることも大

切だということも学べました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ ２月２日（火）６限 

ＮＨＫのＤＶＤ視聴 

「高齢者とともに生きる」 

～「“最期”までの日々」より～ 

担 当：本校教員 

 

  

◇特別養護高齢者施設のＤＶＤを視聴 

◇人生の最期をどう迎えるか、そしてどう送り出すかを考える 

≪講義の様子≫ 

 

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

生きていることがとても幸せということがよくわかりました。「１日１日を大切にして今日も元気に過ごそ

う」というかけ声に、みんなで生きようという感情が伝わってきて、すごく心に響きました。そして、生き

ることの素晴らしさを実感しました。 

 最期が近い人達が、１日１日を大切に少しでも長く生きようと頑張っている姿に、私は１日を本当に無駄

にしているのだろうと気付かされました。生きたくても生きられない人達がいるということを忘れずに、こ

れから１日１日を大切に生きていきたいです。 

 

 もう亡くなってしまった曾祖母をとかぶるところがたくさんあって、とても懐かしく感じました。昨日ま

で呼んでくれていたのが次の日には忘れていたりしていて悲しかったこともありましたが、本当に生きてく

れているだけで幸せでした。寝たきりでご飯やおむつ替えを手伝ったりして、大変だと思うこともありまし

たが、最期までそばに居られて幸せだったと、ＤＶＤを見て改めて感じました。 

私の祖父母は、どこにでもいるおじいちゃん・おばあちゃんの姿ですが、母が老化する姿を考えることが

できません。父は５０代で亡くなってしまったので、その時の姿のままの記憶が止まっています。亡くなる

ことも怖いけど、老いていく姿を見ること、その母を援助する立場になる方が怖いことかもしれません。体

が動かず寝たきりの母の姿を見たくはありません。しかし、人は必ず老いるものであるから避けて通ること

ができないものだと実感させられました。 

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

「自分らしい最期に向かって生きていきます」という言葉がとても印象的でした。人それぞれ抱いている

感情や置かれている状況も違うけれど、その人らしい最期を迎えることができたら幸せだと思います。改

めて命の大切さを考えさせられました。もっとたくさん生きたくても生きられない人もいるわけだから、

普通の日々を過ごせることに感謝しなければいけないと思いました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎ ２月２日（火）７限 

「総合ヒューマン類型としての心構え」 

担 当：本校教員（３年２組担任）・３年生の先輩 

 

  

◇３年生に向けて・３年生で気をつけること 

◇３年生の先輩からのアドバイス・３年生の先輩の面接見本 

≪講義の様子≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 今回はこれからヒューマン類型としてどうしていくべきなのか、受験に向けて何をすればよいのかという

ことについて講義を受けました。３年生の先輩から話をしていただいた中で「受験はしんどいとか辛いとい

う薄っぺらな言葉では言えない」という言葉が特に印象に残っています。受験に向けての覚悟ができた言葉

になりました。そして、面接練習を見ていても凄く圧倒されました。この３年間をどのように過ごし、受験

までの期間にどれだけ努力をすればこんなようになれるのだろうかと思いました。半年後には今日の先輩の

ようにならなければいけないし、それ以上になるべきだと思います。 

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

 ２人の先輩が受験について話してくださって、とても焦らないといけないと感じました。高校受験とは比

べものにならないほど、何倍も何十倍も過酷だということや、５回も受験に落ちたということを聞いて驚き

ました。また、スピーチでは私達の方を見てわかりやすく手振りをして話しかける姿や、面接練習では質問

されたことにすぐ答えゆっくり自分の意見が伝わるように話している姿にも驚かされました。私達がヒュー

マンの授業などで発表する時とは比べものにならないほど上手でした。もっと頑張らないといけないと思い

ました。 

 今回の講義は今までのどの進路学習よりも役に立ちましたし、心に残ったものでした。そして、この

講義を受けてまだ高校２年生だからと余裕を持っていましたが、真剣に考えなければならないと思い、

少し焦りました。３年のヒューマンクラスの担任先生の話も心に残りましたが、一番心に響いたのは実

際にヒューマンクラスとして受験を受けた先輩方の話です。受験というのは本番の前だけ準備して勉強

するのではなく、小テスト・定期テスト・体調管理など日々の積み重ねだということが分かりました。 

  

先輩方のお話を聞いて受験がすぐそこまできているということを実感することができました。勉強がど

れほど大変で、いかに努力しなくてはいけないかということがわかり、今のままでは全然いけないとい

うことがわかりました。朝の小テストには力を入れることができても、各授業の小テストは手を抜いて

しまうことがあるので、そのあたりの配分をしっかりしていこうと思います。先輩方の話で、友人や周

りの人との関係はとても大切だと思いました。スケジュール帳を活用して、計画的に勉強していこうと

思います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎２月９日（火）６限 

「進路実現に向けて」 

担 当： 本校進路指導部教員 

 

◇大学選びについて 

◇入試について 

≪講義の様子≫ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

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

 今回の講義を聞いて、総合ヒューマン類型に入って良かったと思いました。ヒューマンの講義は全て「誰

かの助けになる」講義ばかりで、看護・医療・福祉・保育全ての分野がそれぞれ魅力があるからです。私は

霜村先生の話を聞いてとても納得しました。ヒューマンで学んだことは将来の夢として活かすことができ、

それらの仕事に「仕事がもたらす４つの喜び」が入っているからです。働くことによってお金をもらい、仕

事をすることで相手に感謝され、また会話することでたくさんの人とつながり、日々自分が成長できる環境

というのは、この４つの分野全てに当てはまっていると思いました。また、その職業に就くためには、多く

のことを勉強しないといけないと改めて考えることができました。 

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

 今回も進路の講義を受けることができ、更に入試に向けての気持ちが高まりました。評定平均値を上げて

おくことが絶対に必要だということです。普段からの勉強を大切にするということが、何よりも大事になる

ことを再実感しました。また、今回特に印象に残ったことが、体力をつけておくこと、体調・メンタル管理

をすることです。例えば体力は患者さんを支えるために必要なことだし、体調・メンタルを整えておかない

と確かに何もすることができないと思いました。当たり前のことですが、振り返ってみると学校を休んでい

たり、早退したりする日があるということは、体調管理ができていないということだと思いました。急にで

きることではないので、普段の生活をしっかり見直していこうと思います。 

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

 大学入試で評定平均値が点数化されることや、小論文や一般入試の過去問など初めて知ったことや、見た

ものがあって、受験が現実的になってきたと実感しました。今日の講義で、特に本を読むことを自分の中で

習慣にしていきたいと思いました。本を読むことによって知識を増やすことができ、自分の中で印象に残っ

た言葉や、自分の生きている中では経験できないようなことがわかり、経験できたような気持ちになること

ができると思います。中学生になってから読書量が少なくなったので、本を読む時間を作ろうと思います。 

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

進路指導部の先生の講義を聞いて、自分の仕事に使命感を感じることができるかが大切だと感じました。

看護という漢字は、「手」と「目」で「護る」と書くということを教えて頂きました。看護師とは病気だけを

観察するだけではなく、患者全体を看る仕事だと改めて感じました。私は保育系に進みたいと考えています

が、ただ子どもと遊ぶだけでなく、子ども一人一人をしっかりとみてあげることが大切だと感じました。ボ

ブ・グリーンさんとバスの運転手さんの話を聞いて、運転手さんは真心を込めてお客さんと接しているから、

お客さんの人生をも変えてしまうことができるのだと感じました。私も将来就く仕事に誇りやプライドをも

って仕事をしたいです。 
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◎２月９日（火）７限 

「１年間を振り返って」 

担 当： 本校進路指導部教員 

 

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

 １年生のヒューマン特別講座と比べて、２年生では専門的な話が数多く聞けたと思います。その中で特に

印象に残っているのは、聴覚障害の方の講義でした。私は今まで聴覚障害の方と会う機会が無かったので、

とても良い経験になったと思います。聴覚障害の方のコミュニケーション方法である「手話」はとても難し

かったです。普段口でしていることを手で補うのはかなりの時間と労力が必要だということがわかりました。

その時の先生が言っていた「障害者だから、かわいそうと思わないで欲しい」という言葉が今でも頭に残っ

ています。体の一部が使えないだけで、他で補えるから何も不自由じゃない、と言っていました。私が今ま

で思っていた障害者の見方が 180°変わったくらいのポジティブさだと感じました。 

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

 この１年間で気持ちに大きな変化があり、毎日の過ごし方が変わりました。私は以前まで宿題はぎりぎり

までやらずに、ぼんやりと過ごす日が多くなっていました。しかし、２年生になってからは自分から意識し

て勉強を行うようになり、意義のある時間を過ごすよう意識しました。そのために勉強机を片づけたりして、

環境を整えることを重点的にし、これからの受験を意識しました。１年生の時より進学を意識したヒューマ

ン類型ならではの講義が多く、心持ちにも変化が起こり、夢に向かっていくことを自覚できました。これか

ら受験一色の生活になり、つらいことや大変なことたくさんあると思いますが、自分なりに最大限の力を出

せるようにしたいです。 

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

 １年生の時の講義に比べて、２年生になってからの講義は看護・医療・保育・福祉の分野だけでなく、色々

な分野の講義を受けることができ、自分にとってとても意味のある１年になりました。特に栄養や心理学に

ついての講義が自分の中で強く印象に残り、進路に向けて役立つものとなりました。今まで正直言ってヒュ

ーマン類型の講義で新たな興味が湧くことがありませんでしたが、初めて心理学の講義を聞いて興味が湧き

調べるようになり、心理学が学べる大学にオープンキャンパスへ行こうと考えています。 

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

 新型コロナで休校になり、本来できるはずだった講義や施設訪問が中止になり、とても残念でした。でき

る限りの範囲で講義ができました。コロナのためできないのではないかと思っていた「赤ちゃん先生」の講

義は、本当に嬉しかったです。進みたいと思っている職業分野以外にも興味をもって受けることができまし

た。また、仕事に対しての心構え、必要な人格など精神的な部分の話がとてもためになりました。実際に経

験がある方の言葉１つ１つは重みがありました。誇りを持っておられたので、私もそれぐらいの情熱をもっ

て、自分の仕事に取り組みたいと感じました。 

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

 ４月当初コロナのため、なかなか講義も難しいなか、こんなにも多くの講義を受けることができたことは

本当に感謝しなければいけないと感じました。２年生ではより進路に向けた講義を受けることができた１年

でした。特に印象に残った講義は２学期に受けた「栄養管理の重要性について」です。ここで初めて管理栄

養士がどういった仕事なのかを学ぶことができました。また、食の大切さも改めて感じました。リハビリで

運動だけ頑張っていてもなかなか回復できないが、食事も考えながら行うと一気に回復する人もいるという

話を聞いて、普段何気なく食べている食について学びたいと思いました。ヒューマンで受講できたことは私

の幅を広げてくれました。私の将来の夢は看護師でしたが、講義を受けたことで看護師以外の職や、興味を

もったものを見つけることができました。看護師の厳しい部分を教えて頂けたことで、簡単に考えず、心構

え必要だと改めて考えることができました。 

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

 １年間ヒューマン基礎を振り返って一番感じたことは、コロナの時代に講義をして頂いた先生方に感謝の

気持ちで一杯です。ボランティアの講義で私達と同じ年の子がボランティアしていると聞いて、このままで

はだめだと気付かせてくれました。地域や人のために動くということは本当に素敵なことです。コロナで大

変な１年だったからこそボランティアについて考え直すことができた気がします。ボランティアをして１つ

でも手助けが必要な人に手を差し伸べればいいなと、心から思います。そして、時代が進んでいっても、ボ

ランティア活動が続いていければいいと思えた１年でした。 

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

 来年度は受験もあるので、皆で支え合って全員で乗り越えていきたいです。そして、自分の進路について

もう少し深く考えないといけないと思います。決めてしまったら後に戻れないので、後悔しないような決断

をしたいです。 

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

来年度はいよいよ３年生になって、進路を決める重要な年になります。１年生の頃どの進路にしようか、

何も決めていなくて、ただ授業を受けてある程度の成績を取っていればいいと考えていました。今では将来

の夢に対して考えることが多くなり、進路に対して真剣に向き合おうと考えています。できることを最大限

発揮して、３年生を迎えるようにしたいです。 

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

 私は未だにしっかりとした進路先が決めることができず、周りより遅れていると思います。だから、進路

を早く決めることも大事だけれど、春休みから頑張ってコツコツ勉強して周りより「勉強」だけでも遅れな

いようにしようと思います。先生も勉強する科目を絞らないこと、と言っていたので、しっかりと受験勉強

に取り組みたいです。 

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

 受験に向けて切り替えていきたいと思っています。ヒューマンで学んだ知識や経験をいかして、志望校、

何故その大学に行きたいのかを明確にして、将来の目標を定めていきたいです。来年度の講義でも発表する

機会があると思うので、先輩方のように発表できるようになりたいです。 

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

 受験生になるので体調管理と普段の生活を大切にしていこうと思います。先輩や先生の話で「毎日の授業

はすごく大切」という言葉があり、自分の体調管理を徹底し、無遅刻・無欠席を目標に頑張りたいです。ま

た、勉強面ではコツコツと毎日少しでもする習慣をつけていきたいと考えています。入試に向けて普段から

自分の強みになりそうなことや、面接で自分のアピールできることを見つけていきたいです。また、焦らな

いでいいように何事も先々と考え行動していこうと思います。 


