
お部屋さがしは

E-mail  kushiroshowa@apamanshop-fc.com

ユタカグループ
昭和店
〒084-0910
釧路市昭和中央3丁目1番8号
鶴冨ビル1F

TEL 0154-55-0009
FAX 0154-55-0019

ほいくとかいごの

■デイケアセンターさくら

■訪問リハビリさくら

■デイサービスセンターあやめ

■グループホーム すずらん・らいらっく

■グループホーム らべんだぁ・なでしこ

■認知症専門通所介護
　すずらん・らいらっく

■認知症専門通所介護
　らべんだぁ・なでしこ

■福祉有償運送サービスすみれ

■ヘルパーステーションすみれ

■グループホーム あいりす・かとれあ

TANAKA CLINIC

釧路市昭和中央2丁目7番3号  ☎0154-51-3195

2017Summer Vol.23Sニュースマガジン

11:00~15:00

6
17土

10:30~14:00

7
28金

SenSen
マガジン

アクティビティ
インストラクター

アクティビティ・ケアとは
食事・入浴・排泄の3大介護に
芸術的遊び、自然とのふれあいを
加えた生活支援の方法です。

ネイチャー
ゲームリーダー

自然に関する知識がなくても
豊かな表情を楽しめるのが
ネイチャーゲームです。

速報ニュース！！ 
釧根初 「職業実践専門課程」文部科学省認定校へ！
　職業実践専門課程とは、企業・施設との密接な連携により、最新の実務の知識などを身につ
けられるよう教育カリキュラムを編成して、より実務的な職業教育を組織的に取り組む課程で
す。文部科学大臣が認定を行うもので、釧路専門学校は、こども環境科と介護環境科の両科で
「職業実践専門課程」の平成28年度の認定を受けました。

職業イメージを深める！
施設見学バスツアー

SenSenのホンモノの
授業を見学しよう！

ようこそ「フレンドようちえん」へ！

釧路市内の施設を
バスツアーで案内します！

2講目

3講目

夏のオープンキャンパス夏のオープンキャンパス

快適な住環境を
サポートします

冷暖房・空調・給排水
衛生設備・設計施工

〒084-0905 釧路市鳥取南3-5-8
TEL 0154-55-5100
FAX 0154-55-5110

E-mail kawatech@apost.plala.or.jp

■浜中居宅介護支援センターあやめ

■厚岸居宅介護支援センターあやめ

医療法人社団

田中医院
〒088-1151 厚岸郡厚岸町真栄1丁目82番地
TEL 0153-52-7155　FAX 0153-52-7156

釧路専門学校に進学を決めたポイントは？
先輩や先生方が優しく、とてもアットホームな感じがしたからです。
また、実家から近い安心感もポイントに！

profile
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ます！

SenSen学生アンケート元気いっぱいの学生に学校生活についてインタビューしました！
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自然と人間を
愛する教育

金子 京夏

科名

誕生年

出身
高校

こども環境科2年

別海高校

1997年

name

Q. Q＆A
こどもたちと関わる授業で良かったと思う点は？
実際にこどもとふれ合うことで、校内の授業では
感じることのできない
こどもの元気な姿や素直な感情を直接感じ
学べることです。

学校の印象は？
学科を問わず学校全体が仲良しな学校♡

Q.

Q.

A.

A.

A.
こど

もた
ちの声が

聞こ
える学校

キャ
ンパス内に

幼稚
園がある

こども環境科  保育実践演習
（保育分野５テーマに分かれた小人数のゼミ活動）
介護環境科  リスクマネジメント・生活支援技術
（講義）授業を見学しよう！

こども環境科  体育・音楽・図工
 介護環境科   医療的ケア・生活支援技術（実技）AM体験

PM体験

１０：３０～受付
１０：４０～２講目の授業を自由見学
１２：１０～休憩(ランチタイム)
１２：３０～AO入試説明会
１３：００～３講目の授業を自由見学
１４：００～終了

保護者個別説明
随時対応します

バス送迎
駅発１０：１５

１０：３０～受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１１：００～オリエンテーション　　　　　　　　　　　
１１：１５～わかばフレンドようちえん見学
１１：５０～ランチタイム　
１２：３０～校内見学
１２：５０～施設見学バスツアー
１４：１０～AO入試説明会・
　　　　 個別進学相談

保護者個別説明
随時対応します

バス送迎
駅発１０：4５

出入り
自由



釧路昭和4丁目店
TEL 0154(53)0036

釧路昭和中央3丁目店
TEL 0154(51)3872

●各種 石油ストーブの販売・設置・分解整備
●各種 石油給湯器の販売・分解整備
●ホームタンクの販売・設置・洗浄

2年に一度は分解掃除が必要です。
期間中格安にて承りますので

ご用命の際は当SSまでお問い合せ下さい。

出光興産(株)販売店

大栄商事株式会社
釧路市愛国東1丁目11番16号　☎37-6951

鳥取南給油所　釧路市鳥取南5丁目5番19号　　☎0154-51-4110
材木町給油所　釧路市材木町5番地14号　　　 ☎0154-42-9980
愛　国給油所　釧路市愛国東1丁目11番10号　☎0154-36-3721

一般住宅からマンション・店舗まで
●リフォーム一式請負業務
●インテリア用品販売施工業務
●バリアフリー施工業務
〈各種ローンご相談下さい〉

見積
無料

青山ハウス工業 (0154)37-7526
釧路市愛国西2丁目17番14号  FAX37-8526 E-mail aoyama-h@hyper.ocn.ne.jp

●カーテン●じゅうたん●家具●ブラインド
●フローリング●床●襖●障子●設備機器
有限会社

aoyama
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SenSe
nに

一番近い

コンビニ

レオパレスセンター釧路 ：
北海道釧路市北大通 リード釧路ビル （受付時間： 時 時）

物件リクエストページ：
https://www.leopalace21.com/apps/searchInquiry/flyerAction.do?param=505351492009200000 

年 月

ネイチャーゲームリーダーは、内閣府所管の（公
社）日本シェアリングネイチャー協会が認定す
る日本国内における唯一の公認資格で、資格取
得を機に保育、幼児教育などでの活躍が期待さ
れています。さまざまな感覚を使って、自然を直
接体験し、自然への共感を育む活動「自然体験
プログラム」を取り入れたネイチャーゲーム体
験をします。

どんな資格なの？
自然とふれあう楽しさを伝える
「自然案内人」 身近な子どもや大人に
自然を案内する人であり、また自らも
自然とのふれあいを楽しめる人。

ネイチャー
ゲームリーダー

アクティビティ
インストラクター

授業では…

どんな資格なの？
介護予防・要介護高齢者の芸術、文
化、遊び、スポーツなどの生活の質を
高める「アクテビィティ・ケア」について
の最新の基礎知識と、実践的なコミュ
ニケーションスキルを学ぶ講座です。

アクテビィティ・ケアを用いると利用者さんは…

利用者さんの心が動けば身体も動く、身体が動く
ようになると自力行動が増加して、利用者さん本
人はどんどんイキイキしてきます。結果、介護福祉
士もイキイキと楽しく働けます。

授業では…
現場ではこんな現象が

幼児教育では、幼稚園教育要領や保育所保育
指針の中の５領域（健康・人間関係・言葉・環境・
表現）を中心に、生活に基づいた体験を通して
総合的に学んでいきます。自然からの多くの学
びは、保育者にとって心強い支えとなることで
しょう。

この資格のメリットは？

～アクティビティ効果～
穏やかな表情になってくる。
認知の症状が減少する。

イラスト／

釧路専門学校 環境教育・研究センター 大西英
一先生の「自然と環境」という教科で、春採湖や
武佐の森を訪ね、自然や環境について興味深く
学びます。

日本シェアリングネイチャー協会主催
の３日間のネイチャーゲームリーダー
養成講座を受講します。

釧路専門学校ではその人が笑顔になれる「アク
ティビティ・ケア」を２年間の授業で学んでいき
ます。基礎理論から実践方法や応用まで、施設
見学や交流を経験しながら段階的に学ぶことで、
アクティビティに関わる多くの知識や技術が
身につきます。

その人のonly oneを探そう

全国で7000人を
超える受講者
北海道では
釧路地区のみ
開催中

やりたいことがやれたら嬉しい

生きる実感に繋がる・楽しい気持ちを持続
日々の生活を楽しんでいる

どきどき・ワクワクの日々

明日への希望（生きるって素敵！素晴らしい！）

⇒
⇒

⇒

心の栄養補給

「遊び」「自然」「仕事・役割」を加えた

保育、幼児教育、学校教育、
日々の暮らしにおいても
有効な自然体験
プログラムです。

を教育理念とする本校は
自然体験活動を
重視しています。

自然と人間を愛する教育

保育者に必要な、他者への思いやりや
生命を大切にする心が育ちます。

保育者として実践する引き出しが増えます。

こどもたちも私たちも自然から多くの
ことを学びます。

心が動けば身体も動く…アク
ティビティ・ケアはその人の好き
なこと、心が動いてやってみた
いと思うこと。100人いたら
100通りのアクティビティが
あります。
それは介護福祉士として利用
者さんを理解することにつな
がり、その人にとっての心地良い
ケアをデザインすることにな
ります。

自然とふれあう楽しさを
伝える「自然案内人」

聞
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て…触っ

て…

感じ

て…

発
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自然

への

気
づ
き

高齢者アクティビティ開発センター
主催のアクティビティ インストラクター
資格認定セミナーを受講します。

https://www.leopalace21.com/apps/searchInquiry/flyerAction.do?param=505351492009200000
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