
・最近まで⾼校⽣だったのに、、、。そう⾔っている間に卒業が近づき社会⼈になろうとして
います。2 年の早さを改めて痛感しました。⼊学してから多くの友達に出会い毎⽇楽しかっ
たのに、2 年⽣になってからは友達に会える時間が減り凄く寂しい気持ちもあります。最近
は就職活動などで悩むことが凄く多かったのですが優しい先⽣⽅に恵まれて安⼼して学校
⽣活をおくれています。 
・もう 2 年⽣の秋学期です。オンライン授業は友達に会えないのがネックですが、ゼミなど
で Zoom で顔を合わせると不思議な感じがしてすごく新鮮です。卒業まで残りわずかです
が、今ある時間の中でその時間を⾃分にとって有意義なものにできるようしていきたいと
思います。 
・私のストレス解消法はアニメや漫画を読むことです。私達は⼀つの世界にしか⽣きられま
せんがアニメや漫画では別の世界を⾒ることが出来ます。そしてそこに憧れるだけでなく
ふと現実に⽬を向けてまた頑張ろうと思える、背中を押してくれる不思議な⼒があります。 
秋学期は実習や卒論、オンライン授業などで忙しい毎⽇になると思うので、計画を⽴てて、
友だちと励まし合いながら頑張っていきたいと思います。また、卒業まで半年もないため、
12 ⽉からの対⾯授業は聖和の先⽣や友達と会える時間として⼤事にしたいです。 
・気付けば、卒業まで約 5 か⽉です。私は、⼀⼈で聖和に⾶び込んだので、⼊学当初は不安
しかありませんでした。ですが、今は、隣には友達がいて、学⽣に寄り添ってくれる先⽣が
たがおられます。様々な⽀えがあったからこそ今の私がいるので、感謝しかありません。友
達と保育の勉強をすること、たわいのない話で盛り上がること、時には真剣な話をして、⼀
緒に悩んだこともありました。聖和で過ごした 1 ⽇ 1 ⽇が私にとってかけがえのない宝物
です。今は離れていますが、お互いに励まし合いながら、実習を乗り切り、笑顔で「さよな
ら」が⾔えるように、残り少ない学⽣⽣活を⼤切に過ごしていきたいです。 
・聖和の良いところは、温かみのあるところだと思います。キャンパス内には緑が多く、
様々な種類の植物があり、落ち着いた気持ちになれます。また、学⽣と教員との距離も近く、
温かい雰囲気の中で学⽣⽣活が送れます。 
・私が思うオンライン授業の良さは、zoom を使った授業では、先⽣や友達と画⾯越しでは
ありますが、対⾯して授業を受けることができ、実際に対⾯して授業を受けているかのよう
な気持ちになれる所がオンライン授業の良さだと思いました。 
・聖和短期⼤学のアピールポイントは、⾃然豊かな環境で保育を学ぶことが出来る所と、絵
本の部屋や、おもちゃの部屋など、実習に備えて活⽤できる施設が設備されているところ、
また、聖和の森では、⼦どもが遊ぶ姿を⾝近に観察することができ、⼦どもの遊ぶ姿や、成
⻑を⾝近に感じられるところが、私が思う聖和短期⼤学のアピールポイントです。 
・私は軽⾳サークルに所属している。今までスポーツしかしてなかったので、最初は⼊るか
すごく迷っていたが、今では⼊って本当に良かったと実感している。コロナウイルスが収束
して部員の⽅とライブを⾏う⽇が待ち遠しい。 
・コロナが流⾏ってから今までよりも、今から卒業するまでの期間の⽅が短いことに驚いて



います。この半年間、ほとんど記憶がありません。同じことの繰り返しでした。実習は有意
義な時間にして、ここから卒業までは有意義な時間にしたいです。 
・私は林明⼦さんが書かれている『こんとあき』の絵本が好きです。こんとあきが頑張る姿
に「頑張れ」と応援したくなります。 
・春学期には１００冊以上の絵本と出会えたので秋学期は２００冊以上の絵本と出会える
ようたくさん借りたいです。 
・私のストレス解消法は、好きなバンドの曲を聴くことです。⾃粛が始まったくらいの頃か
ら Mr.Children の沼にハマってしまいました。私が⽣まれる前からたくさんの名曲があっ
て、両親の結婚式にもミスチルの曲を使⽤したそうで、今その曲を⾃分が聴いていることに
不思議な感覚を抱きながらも、両親の昔の思い出を聞くことがとても新鮮でミスチルを通
して親⼦で過ごす時間が豊かになったような気がしています。 
・聖和のいいところは実際に現場で保育⼠をされていた先⽣⽅や、各科⽬の専⾨知識を存分
に教えたくださる先⽣⽅がいることです。親⾝になって話をきいてくださったり、とても参
考になるお話を聞くことができます。 
・聖和の良いところは施設充実しているところだと思う。特に本に恵まれている。聖和には
図書館があるのにおもちゃと絵本の部屋には沢⼭の絵本があり、聖和⽣でも上ヶ原など他
のキャンパスの図書館も利⽤できる。 
・教育実習に向けて友だちと⼀緒に製作をしてきました。2 年の春学期ではマジックシアタ
ーやパネルシアター、⼿袋シアターを作りました。今⽇もその友だちとおもちゃとえほんの
へやに⾏き 5冊も借りました。本場までにしっかりと練習したいと思います。その後、新た
なにスケッチブックシアターに取り組みました。まだ完成していませんがいいものが出来
そうな予感がします。 
・私は９⽉に 3 ⽇間あった保育体験実習が楽しかったです。コロナの影響により実習が延
期となってしまったりオンライン授業になったりと不安な中、キャンパス内で実習が⾏え
たのは聖和の特権だと思いました。対⾯授業でも、校舎を改装して感染対策していたのでと
ても安⼼して学校に⾏けました。久しぶりに友だちと再会出来たのも嬉しかったです。 
・最近して良かったことは、「ダイエット」です。この⾃粛期間⾃分と向きあえることがで
き、何か継続して頑張ろうと思い取り組み始めました。いつもしんどくなったりサボったり
して続いていませんでしたが、モチベーションを持ったりして約５㎏瘦せることが出来ま
した。今も継続しておりキープしています。会う⼈に「瘦せたね！」と⾔われるのが嬉しい
です。 
・オンライン授業は、対⾯授業と違って直接話したりすることができなくて不便な部分もあ
るかもしれませんが、オンラインだからこそ課題について⾃分の意⾒や考えをいつもより
詳しくまとめることができる良さもあると思うので、この良さを⾃分⾃⾝の学びに活かし
たいと思いました。 
・四⽉に⼤学が閉まり、全てがオンライン授業となったときに、私は⼤学⽣活を送りたかっ



た、保育の勉強などオンラインでできるのだろうか、実習や就活はどうなるのかと不安に思
っていました。いざ、オンライン授業が始まってみても、先⽣も学⽣も不慣れなので⼾惑っ
てばかりでした。しかし、最近私⾃⾝もオンラインでの課題提出や授業に慣れ、楽しいと思
えるようになってきました。たまには対⾯で集まってみんなでワイワイしたい気もします
が、本当に会いたい友達には⾃分で連絡を取って会えるので、このような⼤学⽣活も悪くな
いなと思いました。授業形態も様々でまだまだ分からないこともありますが、四⽉には新た
な現場で働くということには変わりはないので、⼀授業を無駄にせず、頑張って学びたいと
思います。 
・授業に関係のないことですが、先週くらいから私の住む地域にも Uber eatsが配達してく
れるようになりました。このような悪天候ですが、今⽇のお昼に早速利⽤してみました。料
理を作ってくれる⼈がいて、その料理を家まで届けてくれる⼈がいる。そんな感謝の気持ち
を込めて美味しく頂きました。幸せです。 
・対⾯授業の良いところは、直接コミュニケーションがとることができ友達とも意⾒交換し
やすいところです。オンライン授業では、それは難しいですが⼀⼈の空間で集中できる良い
部分があります。どちらも経験することができ良かったです。 
・私のストレス解消法は、お笑い番組を⾒て⼼の底から爆笑することです。どんなに疲れて
いても好きな芸⼈の漫才やコントを⾒れば⾃然と笑うことができ、とても元気になれます。
劇場に⾏ったことが無いので、いつかコロナが落ち着いたら劇場に⾏って⽣で漫才やコン
トを⾒てみたいです。 
・聖和のいいところは⾃然豊かな環境です。忙しく慌ただしい短⼤⽣活ですが、⾃然豊かな
環境のおかげで、四季を感じながら伸び伸びと穏やかな⼤学⽣活を送ることができていま
した。また、⼦どもたちの声が聞こえてくる環境というのも聖和のいいところだと思いま
す。保育の学びを深めていく中で、実際に⼦どもの存在を近くに感じられる環境であったこ
とは、学びに対する意欲の向上に繋がっていたように感じています。 
・今年、オンライン授業を経験してみて改めて対⾯授業の楽しさや⼤切さを感じました。先
⽣から直接⾔葉で聞くとわかりやすいし、友だちと⼀緒に同じ空間で学べることが楽しい
と思いました。次の対⾯授業が楽しみです。 
・聖和の良いところは、先⽣⽅がとても親⾝になって学⽣⽣活をサポートしてくれるところ
です。授業はもちろん、今ならオンライン授業や実習のことについても分からない事があれ
ば何度でも教えていただけます。 
・学⽣⽣活を送るにあたって、不安の⽅が多くなると思っていましたが、相談できる存在が
いるのだと安⼼して過ごせています。また、私は本が好きなのでおもちゃと絵本の部屋はと
ても好きな場所です。実習の絵本探しにも最適な場所です。豊富な種類の絵本が沢⼭置いて
あるので楽しみながら絵本を⾒ることが出来る場所です。" 
・オンライ授業が⾏われた時に、対⾯授業の良さをひしひしと感じるようになりました。や
はり教える側も教わる側も顔を⾒て授業を進めて⾏くことで⽂⾯だけでは伝わりにくい部



分も伝えられることができるし、教わる側同⼠での意⾒や気持ちの交流もできるというの
が対⾯授業の魅⼒だと感じています。 
・聖和のいいところは、周りが緑に囲まれている静かな場所で、のびのびとした雰囲気なと
ころです。 
・zoom 授業はみんなの顔や先⽣の顔がよく⾒えるので、安⼼して授業に取り組める。聖和
の坂がキツイので登らなくて済むのが嬉しい。 
・聖和のいい所は、緊張せず安⼼して歩けるキャンパスの雰囲気がある。森があったり、⿃
や⾍がいたり、のどかな感じが良い。⼩さなキャンパスなので、教室もすぐに覚えられる。 
現場で働いていた先⽣の話がとてもためになる。貴重なお話を授業で共有してくれて、良い
刺激になる。 
・オンライン授業になって、学校の楽しさや友達の⼤切さに気づいた。⾯倒臭いと思ってい
たことも今となっては愛おしく感じる。 
・私が感じる聖和の魅⼒は 2 つあります。1 つ⽬は先⽣との距離が近いところ。気軽に研究
室に⾏き、保育についての話はもちろん雑談もたくさんできて、アットホームな雰囲気なの
で、相談もしやすいです。そして、2 つ⽬は聖和の森があるところ。実習や授業で疲れた時
に聖和の森へ⾏くだけでリフレッシュできます。 
・対⾯授業では久しぶりに⼤学⽣感を味わうことができ、友達と直接話したり笑い合うこと
ができとても楽しかったです。 
・私は近頃、アニメを⾒ることにハマっています。⼦どもの頃にたくさんアニメを⾒ていま
したが、⼦ども向けのアニメだけでなく、考えさせられるような内容のアニメもあることを
知ったことがきっかけで、少し世界が広がりました。画⾯を⾒つめているだけでなにが⾯⽩
いんだと考えていましたが、このご時世でのステイホームの意識を考えれば、とても良い⾏
動ではないかと考えました。鑑賞を始めると、その世界にぐっと引き込まれ⼦どものように
夢中で釘付けになってしまいます。 
・ふと気づけば卒業まであと 5 か⽉。対⾯授業ができなくてみんなに会えず寂しい反⾯、家
にいる時間が増えたため⾃由な時間が増えました。私が⼀番うれしいことは、睡眠時間が増
えたことです。好きな時に寝れることは最⾼だなと改めて感じました。 
・聖和短期⼤学の魅⼒は、⾃然豊かな環境で勉強できるところ、⼦ども達の様⼦が⾒れる機
会が多いこと、絵本やおもちゃなどがたくさんそろえられているところです。充実した環境
の中で、保育が学べてたのしいです。 
・⾃粛明けで友だちに会ったときに綺麗な姿で会いたいと思い、⾷事制限や筋トレ、有酸素
運動など毎⽇⾏ったおかげで３ヶ⽉で体重が７キロ落とすことができましたが、最近やめ
てしまい体重が戻ってきているので焦っています。 
・聖和のいいところは⾃然が豊かだし、みんなが仲良くなれて聖和で 1 番の親友ができま
した。友達や家族、周りの⼈を⼤事にすることを⼼がけて毎⽇⽣活しています。楽しい⽇々
を送れるように笑顔でいたいと思います。 



・私は聖和短期⼤学に来てよかったと思います。なぜなら、⼀番は保育者になるという同じ
⽬標を持った最⾼の友達に出会えたことです。短期⼤学のため実習や課題が多くのしかか
ってきた時もありましたが、みんなで⼀緒に⼤学で 5 限終わりに残って課題を励ましなが
ら終わらせたり、⻑期休暇には夜⾏バスで富⼠急ハイランドや韓国に⾏ってリフレッシュ
して思い出を作ったりしたおかげでここまで来ることができたと思っています。またカリ
キュラムでは、実際に保育現場に実習に⾏かせていただく前に関⻄学院幼稚園や聖和乳幼
児保育センターで参観実習をして、記録の書き⽅から⼦どもの⾏動や保育者の援助の意図
などを考えることができるため、実際に実習に⾏ってもどこに⽬を向けたら良いかや⼦ど
もへの援助を円滑に理解し、実践できたと思うので、聖和にしかない施設で事前に学んで体
験できたことはとても良かったと感じている。 
・授業では新型コロナウイルスの影響で、1回⽣では対⾯授業、2回⽣ではオンライン授業
も体験し、対⾯授業では⽣徒と先⽣で応答的な関わりから教科書には載っていないことを
直接聞いたり体験して⾃然と体験的な知識が記憶に残るため、私は対⾯授業の⽅が好きだ
が、オンライン授業では先⽣⽅の授業内容を何度も⾒返したり、⾃分で聞き逃したところを
巻き戻して聴くことができるため、授業で分からないところを減らすことができ知識的な
学びを深めることができると思ったため、どちらにも利点があると感じました。 
・卒業まであと数か⽉しかないため少しでも多くの時間を聖和のキャンパスで友達と最後
の学⽣⽣活を過ごしたいです。早く新型コロナウイルスが終息して、マスクなしで元の⽣活
に戻ってほしいなと⼼から思っています。 
・聖和のいいところは、先⽣が優しく授業も興味深く、環境のいいところです。友達にも恵
まれ毎⽇楽しく過ごすことができました。卒業まであと五か⽉。実習も始まりますが、学⽣
⽣活最後であるため様々なことと両⽴して頑張ります。 
・私は通学に⼀時間半かかるので、オンライン授業になって朝が少し楽になりました。でも
課題が提出期限に間に合わなかったりするし、友達にも会えないので⼤学に⾏きたいです。 
・聖和で過ごした時間は楽しくて、あっという間にすぎていました。気づけばもう卒業間近
で信じられません。素敵な友達や先⽣⽅に出会い実習や授業で⼤変なこともありましたが
全てが楽しく充実した⽇々を送らせて頂くことができました。 
・コロナ期間に不安なことも多かったけど⽀えてくれたのは⼤学の友達でした。実習などで
登校することは少ないけど、秋学期もたくさん友達と思い出を作りたいです。そして残りの
学⽣⽣活の 1 ⽇ 1 ⽇を⼤切に過ごしていきたいです。 
・今年の春学期からオンライン授業を受けて、対⾯授業の⼤切さを感じました。画⾯越しに
先⽣や友達の元気な姿を⾒ることができ、効率的に⾃分の時間を使うことができたので良
い経験になりました。 
・聖和の良いところは、保育を学ぶ環境が整っていてとても過ごしやすく、同じ夢を持って
いる友達がたくさんいるので、互いに協⼒したり悩みを相談でき、お互いを⾼め合いながら
夢に向かって励んでいけるところです。 



・聖和の先⽣は、私たちに寄り添ってくれてとても暖かいです。もうすぐ学⽣がおわり社会
⼈になろうとしている中、どんな⼤⼈になりたいか、どんな保育者になりたいか考えること
が増え、先⽣達のような⼈になりたいと思っています。 
・私は⼩さい頃から保育⼠さんになるのが夢でした。担任の先⽣がいつも笑顔で優しく、お
もしろい遊びを教えてくれ、毎⽇が楽しかったからです。そんな夢をもち、私は聖和に⼊り
ました。聖和には同じ夢を持つ仲間が多く、志を⾼くもつことができました。忙しい⽇々で
もお互いに励ましあい、⽀えあいながら夢に向かってきました。聖和で出会った友達は最⾼
の仲間です。この仲間とともにこれからの実習も乗り越え、残りのキャンパスライフを楽し
みたいと思います。そして、聖和で学んだことを⼤切に、素敵な保育⼠さんになりたいです。 
新型コロナの影響で外に出られなくなってしまった中、私が⾒つけたストレス解消法は｢農
業｣です。知り合いの⽅に頼まれたのがきっかけで始めましたが、⼟とふれあい、⾃然を感
じることで静かに⾃分と向き合う時間ができ、⼼も体も健康になれた気がします。 
・私は聖和に⼊学して本当に良かったと思います。理由は、ほとんどの⼈が⾃分と同じ夢を
持っていて、価値観や将来への考え⽅が似ていたり、夢が同じだからこそ実習や就職活動で
悩む場⾯が同じであり、お互いに理解し合える最⾼の友達に出会えたからです。聖和ででき
た友達は、私が⾟いとき悲しいときは⾃然と気づいてくれて相談に乗ってくれます。また、
課題が沢⼭出された時や実習の記録に追われていたときは、夜 8 時まで学校に残り、みん
なでおやつを⾷べたり雑談したりするなどの休憩を挟みながら⼀緒に取り組み頑張ってき
ました。これは、同じ夢を持つ者ばかりで、将来保育者になりたい者同⼠だからこそ頑張り
合えることだと思います。⼀緒に同じ場所で同じ時間を過ごすことで頑張れるだけではな
く“みんな頑張ってるから⾃分も頑張ろう”と思える気持ちの⾯でも⾃然と⽀えてくれる友
達と出会えたので、私は聖和に⼊学して良かったと思います。 
・1回⽣の頃は毎⽇朝から夜まで⼤学で楽しい⼤学⽣活を過ごし、休⽇もみんなで遊びに⾏
くような⽣活を送っており、家族と同じくらいかそれ以上⼀緒にいる時間がありました。し
かし、オンライン授業になり中々会えない⽇々が続ましたが、数ヶ⽉ぶりに会っても昨⽇の
続きのように話ができて楽しい時間を過ごすことができるし、素敵な考え⽅を持っていた
り⾃分にないものを持っている友達など⾃分にとってプラスになる友達に聖和に⼊学して
出会えました。上辺だけではない本物の友達だと私は思っています。また、友達だけではな
く頼りになる先⽣にも出会えます。聖和の先⽣は、学⽣の良い所を⾒つけるのが上⼿でそこ
をとても褒めてくれます。また、就職活動や実習に対する不安があっても親⾝になって話を
聞いてくれ、⾃然と前向きな考えを持てるように促してくれます。お陰で、私は⾃信を持っ
て就職活動を⾏うことができたし、これからある 3 つの実習にも全⼒で取り組もうと思え
ています。 
・最近嬉しかったことは、先ほど述べた聖和で出会った友達が誕⽣⽇会をサプライズで開い
てくれたことです。何気ない会話から、欲しいものを覚えててくれてそれをプレゼントして
くれたり、サプライズでケーキが出てきたり、豪華な飾り付けをした部屋を準備してくれた



りしました。その時も“私のことをよく⾒てくれていてわかっててすごいな”と感じたし、そ
んな友達に出会えたことがとても嬉しかったです。 
・先⽉ 20 歳を迎えました。聖和で出会った友だちが本当に素敵な⼦たちで絵本をプレゼン
トしてくれたり盛⼤にお祝いしてくれました。みんなのことを話し始めたら⻑くなりすぎ
ると思うので控えめに…。みんながいてくれたから短⼤⽣活最⾼に充実してます！社会⼈
になっても 5 ⼈みんなで集まってお話できたらなと思います。 
・部屋が散らかり過ぎていて、⾃分の部屋が汚部屋状態です。妹は、私が施設実習に⾏って
いる 10⽉の 1 ⽇から 6⽇の間に部屋の配置を変えて⽚付けを⾏なっていましたが、私の部
屋はグッズと保育の⼿作り教材の材料でいっぱいです。なかなかやる気が出ず、いまだに⽚
付けられていません。⽚付けられるところから順次⽚付けていきたいと思います。 
・9 ⽉に聖和の友達の誕⽣⽇があり、その⼦に合った絵本をプレゼントしました。「実習や
これから就職した先でも使うね！」と友達も喜んでくれて保育学⽣だからこそプレゼント
できるものだと感じました。残り短い保育学⽣の期間ですが保育学⽣だからできることを
たくさん楽しみたいです。 
・聖和のいい所は実践的な授業が多いところだと思います。新型コロナウイルスの影響で春
学期には対⾯で授業を受けることができなかったけれど、オンライン授業をすることで対
⾯授業の楽しさを改めて感じることができました。 
・聖和のいい所は、聖和の森があるところです。聖和の森は季節によって様々な変化を⾒せ
てくれ、私にとって⾃然を感じることができる魅⼒的な場所です。また図書館は⾃主学習に
最適であり、勉強がとてもはかどります。 
・オンライン授業は、課題が把握しにくい部分や分からないことがあってもすぐに友達同⼠
で相談がしにくい部分もありますが、いつでも授業が⾒返せて⾃⼰学習がしやすいという
良いところもあります。対⾯授業が出来るようになったら、友達と残りの⼤学⽣活を充実さ
せたいです。 
・私は最近、料理を作ることに夢中なっています。⽗と⺟の帰りが遅いので、毎⽇作ってい
ます。だんだんといろんな料理が作れるようになり楽しいです。⺟には「おいしい！お嫁に
⾏かないで〜」とよく⾔われます。 
・卒業することを最近考える様になりました。⼀緒の夢を持ち、⽀え合って頑張ってきた友
だちと離れてしまうのは寂しいと感じますが、残された期間でこれまで以上の思い出を作
り最後に笑って楽しかったとお互いが⾔えるように⼤学⽣活を送りたいと思っています。 
・秋学期の抱負は、勉強も実習も⾃動⾞教習も息抜きも全⼒を尽くすことだ。実習の前に⾃
動⾞教習を頑張り、切り替えて実習に集中する。実習が終了し再び⾃動⾞教習を頑張る。そ
して息抜きで好きな歌⼿のライブＤＶＤや雑誌を堪能したい。 
・最近前髪を伸ばし始めたのですが、思うように伸びなくて少し邪魔だなと感じてきていま
す。早く伸びたらいいなと思っています。 
・私はオンライン授業で友達や先⽣と会わない期間の中で、より聖和の良さを感じました。



先⽣⽅や友達と表情を⾒ながら伝え合うことは⾃分が理解する上でも相⼿に伝える上でも
⾮常に⼤切なことだと感じました。早く今までの⽇常が戻ってきてくれることを願います。 
コロナ期間で⾊々なことを考えて学ぶ時間が増えました。そのなかで⼈との関わりの⼤切
さ、対⾯授業のありがたさ、当たり前のことが当たり前じゃないことに気づきました。聖和
に通える時間⼤切にしたいと思います。 
・最近、私が幼稚園の先⽣を⽬指すきっかけになった⼈と偶然会うことが出来ました。就職
先が決まったこと、これから本実習が待ってることを報告しました。報告すると、⾊々とア
ドバイスを貰えたため、そのアドバイスを活かして、本実習を頑張りたいと思いました。 
最近実家からおばあちゃんの家に引っ越しをしたので新しい部屋の模様替えをするのが楽
しいです。学校に⾏けなかったり⾃由に遊びに⾏けなかったりする今だからこそできる事
に毎⽇感謝し今を楽しんでいます。 
・実習前最後の登校⽇、先輩⽅の卒論などを⾒に、●●先⽣の研究室に⾏きました。⼀年の
ときからアドバイザーの先⽣で、授業も多かったので相談したり、話を聞いてもらうことが
多かったのですが、春学期はそれが減ってしまい残念に思っていました。でもこの間、学⽣
4⼈と先⽣とで、卒論やオンライン授業の話、就活や卒業アルバムの話などいろいろな話が
できてとても楽しかったです。改めて、友達や先⽣たちに会える嬉しさを感じました。 
・私は⽝を 2 匹飼っています。どちらも⼥の⼦でダックスフンドです。もう 2 匹とも 9 歳
と 7歳になります。9 歳の⼦は⼤⼈しくて⾷べることが⼤好きで⾷い意地がすごいです。7
歳の⼦はとってもやんちゃで家族が⼤好きです。この間外から帰宅した際に 7 歳の⼦が元
気に出迎えてくれました。帰った直後に相⼿をしたら嬉しすぎてお漏らししてしまいまし
た。そんなところも可愛いです。私は⽝を含めた家族が⼤好きです。 
・聖和の良いところは学⽣と先⽣の距離が近いことです。距離が近いことによって就職活動
のことや、悩み事、分からないことをすぐに聞くことができるところが良いところであり分
からないことには親⾝になってくれます。 
・コロナウイルスが流⾏り始め、学校に登校できなくなってしまった春学期。続き、秋学期
もオンラインということになってしまいました。悲しいですが、その分、登校⽇では友達と
会えた時の喜びはとても⼤きいものとなりました。みんなと⼀緒に授業をできることは幸
せなことだと⾔うことが再確認できました。また、今のこの時代は、すごく便利になってい
るので、zoom やビデオ電話などもできるので離れていても顔を⾒ながら話すことができる
ようになっています。技術の進歩にも改めて感謝したいなと思いました。でもとりあえず、
⼈と会うということはエネルギーになるので、冬の対⾯授業が楽しみです！！ 
・卒業まであと半年を切りました。本当にあっという間の学⽣⽣活。オーバーな⾔い⽅かも
しれませんが今まで私が⽣きてこられたのは、⼤好きな家族、友だち、アーティスト、その
他にも私と関わってくれた⽅々のお陰です。来年からは、沢⼭の⼦どもたちが保育所に通う
ひとつの意味になれるような保育者になりたいと思います。 
・最近振袖の前撮りをするために、腰まであった髪を肩下まで切りました。成⼈式に向けて



の準備などをしていると、⾃分が⼤⼈になる事を実感します。同時に保育・教育を受けてい
た⾃分が、もうすぐ⾏う側になる事も感じ、⾃覚を持ち気を引き締めて⾏動しようと思って
います。 
・新型コロナウイルスの流⾏により、私はあたりまえに感じていたことの⼤切さを感じまし
た。 
・会おうと思えば簡単に会えていた⼈と会うことが難しくなったため、1回 1回の会う機会
を⼤切にしたいと思いました。" 
・私は最近、美⽂字について興味があります。私はよく癖字だと⾔われるので、綺麗な字を
書ける⽅に憧れています。保護者の⽅への連絡帳など、保育者になってからも⽂字を書く機
会が多いと思うので、美⽂字が書けるようになりたいと思っています。 
・聖和の良いところは、先⽣が優しいところとおもちゃと絵本の部屋で初⼼に戻った遊びが
できることです。私は明太⼦が⼤好きで、最近明太パークに⾏きました。私のストレス解消
法は、⼀⼈ショッピングと⾷べて寝ることです。オンライン授業は⾃分が集中できるときに
できる利点がありますが、友達に会いたいです。 
・毎⽇何かと⾏動する前は⾳楽を聴くことだけが私のルーティンだったけど、今は家にいる
ため漫画を読んでから⾃分にとっての朝が始まるようになりました。恋愛漫画も読んだり
するがファンタジー系を読むことがほとんどです。ファンタジー系を読むとワクワクして
⾃分の覚めてない脳に覚醒を起こしてくれます。それに気づいて以来、朝は漫画を読むこと
に決めています。 
・私はよく携帯に保存してある過去の写真や動画を⾒返します。そこには、⼤学で友達と撮
った写真や通学途中に空が綺麗でついつい撮った写真など、記録としての思い出がたくさ
んあります。そして⼤学⽣活での充実した⽇々を思い出し、当たり前はないのだと気付かさ
れました。だからこそ、今しか体験できないオンライン授業も、貴重な対⾯授業も⼤切にし
ようと思っています。 
 
 
 
 
 


