
聖和生のつぶやき -２年生- 

（ ２０２１年１１月１１日） 

 

・卒業まで残り 4ヶ月となりました。友達と笑って過ごせる時間は、卒業したらもう二

度と味わうことのできないのだと考えると、今というかけがえのない時間を大切にして

いきたいです。聖和でできた友達や思い出は一緒の宝物です。残りの 4ヶ月も思いっき

り楽しんで、たくさんの思い出を作りたいです。 

・聖和の森でキツツキを見つけたときは感動しました。小学校の自然学校以来なので 10

年ぶりくらいだと思います。自然豊かな学校だなとしみじみ。 

・オンライン授業を経て、対面授業で同じ道を目指す仲間と顔を合わせて学ぶことの喜

びを改めて感じる今日この頃です。 

・聖和のいいところは友達同士が同じ目標に向かってみんなで励ましあうことができ

るところです。私の友達も違う大学、短大、専門学校に行っていて話を聞きますが、私

は本当に恵まれていると感じます。そのような人を育てられている聖和の教えや学びか

らだと感じます。なのでほんとにここで聖和に来て保育の学びをできてよかったと思い

ます。あとは、コロナ支援としての 100円のお弁当や食堂がたまにありそれは本当に家

庭としても役立っていて助かり感謝しています！！！残りも少ないけれど周りの友達

と楽しみながら最後の学生楽しみたいです！！ 

・今日髪の毛を染めました。前までは人に会うことが少なく美意識が欠けていたが、対

面授業になり友達に会う機会も増えて自分磨きのために時間を使うことが増えました。

イメージチェンジをして友達に褒めてもらえて嬉しかったです。 

・聖和のいいところは、優しい先生や友達と出会えるところです。楽しい 2年間を過ご

すことができると思います。 

・聖和のいいところは、おもしろい仲間が沢山いて毎日楽しいこと、先生との距離が近

くて話しやすいこと、「私もこんな保育がしたい」と思える保育観をもっている先生に

出会うことができるところです。 

・毎日通学中に音楽を聴くので最近少し飽きてきました。何かオススメはありますか？ 

・対面授業になって友達と毎日会えて楽しいです。空きコマに生協でおやつを買ってみ

んなで食べたり、しゃべったり、YouTubeを見てみんなで笑って過ごす時間が好きです。 

・聖和は提携？している実習園が多く、家とある程度近い園で実習できることがとても

良かったと感じました。 

・聖和のいい所は、聖和の森でピクニックが出来たり、自然と触れ合うことができ、お

もちゃと絵本の部屋では色々なゲームやおもちゃで遊ぶことができる所がいい所です。

また、対面授業では多くの友人と話すことができ、空きコマではゆっくりすることが出

来るので対面授業は楽しいです。 

・11 月半ばになると朝は寒くて暗くて起きるのが非常に辛いです。しかし、門戸厄神か



ら聖和短期大学までの坂を登るといつも暑くなります。ちょっとした運動でダイエット

にもなり、体も温まると思って毎日頑張って登ってます。 

・好きなアーティストのミュージカルを観に行きました。とても素敵で感動しました。

余韻がすごいです。 

・オンライン授業の良さは、朝の登校時間や電車の人混みを考えなくてよいことが良い

点だと思います。対面授業の良さは自分自身で周りの環境に触れあいながらの授業がで

き、とても楽しいことが良い点だと思います。また、友達と会えるようになったので友

達との関わりがとても楽しいです。 

・大学が対面授業になり、友達と会える機会が多くなりました。友達と協力していくこ

とで、一緒に達成感や喜びを味わうことができてとても楽しいです。あと少しの大学生

活、たくさんの楽しい思い出を作っていきたいです。 

・オンライン授業でパソコンの使い方を知れたり、タイピングが速くなったりして良か

ったなと思っています。でもやっぱり対面授業は直接友達と話すことができるし、友達

の表情を見ながら授業を受けれるので楽しいです。 

・入学してほとんどがオンライン授業という生活を送ってきたため対面授業の日は聖

和の坂を登るのがしんどかったり早起きがしんどかったりしますが友達と会えると思

ったら頑張れます。卒業まであと少しですが楽しい毎日を送りたいです。 

・聖和短期大学に入学したばかりだと思っていましたが気が付けばもう卒業まじかと

なりました。思いえがいていたが学生生活でなかったからかまだまだ聖和生でいたいと

思います。コロナ禍でもできるだけ学校に来れるよう配慮してくださった先生方には本

当に感謝したいと思います。卒業していつかこんな学生生活だったと笑い話にできるよ

うこれからを楽しんでいきたいと思いました。聖和での学びをこれからの保育士として

の人生に活かしたいです。 

・対面授業の良さは友達に会えることだが、オンライン授業だと自分のペースで集中し

て進めることができるのでオンライン授業も少し増やしてほしい。 

・聖和の良いところは、キャンパスに足を運ぶだけで四季を感じることが出来ることで

す。春には満開の桜、夏には緑の木々、秋には赤く染まる葉や落ち葉になり赤い絨毯が

敷かれたような景色、冬にはうっすらと積もる雪、これらの景色がキャンパス・聖和の

森で見ることが出来ます私が特に好きなのは春と秋の景色です。また、色づいた聖和の

森を写真に収めることが好きです。 

・最近姉がひっきりなしに「ひゅーす」と言います。焦った時「ひゅーす」怒った時「ひ

ゅーす」最初は何言ってんだと思ってましたが、この間急いで準備している時思わず「ひ

ゅーす」と小声で言ってしまいました。とてもショックでしたが、なぜか「ひゅーす」

という言葉はしっくりくるというか、スッキリするというか、なんかおもしろくてお気

に入りになりました。「ひゅーす」 

・聖和のいい所は 100円のお弁当や学食が食べられることです。生協には数多くの美味



しいパンやスイーツ、カップ麺が置かれており、昼食や空きコマに買いに行っています。 

・毎日駅から大学までの山登り（坂道）はとてもいい運動になります！ 

・みんなと毎日会えるようになり、最後の学生生活もっと色々なことをしたかったけど

もう卒業してしまうのが悲しい。でも、みんなとお昼ご飯を一緒に食べたり、空きコマ

を感染対策をしながらいっぱい楽しむことができました！！ 

・聖和での学生生活が、後少しで終わってしまいます。悔いのないよう、保育者を目指

す友達との楽しい思い出をいっぱい作りたいです。 

・対面授業の楽しさは友達に会えること、一緒に授業を受けれることです。最近は学籍

番号が離れている人とも話すことが増え嬉しいです。 

・対面授業は毎日友達に会えるから嬉しい。オンライン授業で、友達と気軽に会えなか

った期間があったからこそ、友達の大切さや、友達と過ごす時間の楽しさ、「この課題

めんどくさいなぁ」などとぼやき合えることの喜びを知ることができたと思う。あと、

四季折々の可愛い聖和キャンパスを写真におさめるのが好きです。 

・ふと気づけば卒業 4ヶ月前で、学生生活がもう少しで終わると思うととても寂しい気

持ちになります。オンライン授業で思っていた大学生活と違い、友達も作れず嫌な思い

をしていました。でも今はたくさんの友達に恵まれて本当に楽しい大学生活を送ってい

るので卒業したくないという思いでいっぱいです。１日１日を大切に過ごしていきたい

と思います。 

・食堂の 100円キャンペーンが終わってしまったので残念です。就職先がきまりほっと

しています。対面授業は友達と会えるのがうれしいですが、私はオンラインがいいです。 

・コロナで思うように学校には行けませんでしたが、オンライン授業があったことによ

って、対面授業の良さや、友達と会える喜びを改めて感じることが出来ました！ 

・私のストレス解消方法は温泉に入ることです。温泉好きな父と一緒に近くのスーパー

銭湯に行きます。免許を去年に取ったこともあり、運転は私の運転で行きます。そんな

運転姿を見て成長したと感じるそうです。 

・明後日に就職試験があるので、とても緊張しています。保育者になりたいという夢は、

小 3 から想い続けているので、今ゴールの直前にいるのだと思うと、ワクワクします。

友達や周りの人は、もう就職先が決まっている人が多いので、焦りと不安でいっぱいで

すが、精一杯自分なりに頑張りたいと思います。 

・1週間前に初めて髪の毛をブリーチして薄いピンク色に染めました。ずっと派手な髪

色にしたかったのでとても嬉しいです。しかし、すぐに色落ちして金髪になったので 2

週間後には暗めの色に染め直そうかと思っています。 

・最近ではすべての授業が対面で受けられるようになった。友達と同じ空間で学べたり

話ができる環境が幸せであることに気付かされた。しかし 1 限から対面授業があると、

オンライン授業と比べて早く起床しなければならない。あと少しで保育者になるので、

早起きに慣れたい。 



・一年生の頃はオンライン授業が多く、正直学べているのか不安でしたが、聖和の先生

方は私たちの目線でたくさんの学びを教えて下さいました。そして、「一人ひとりが神

様に守られている」ことを教えて下さいました。 

・私のストレス解消法はドラマを見ることと友達に会うことです。最近はアジア系ドラ

マを見て楽しんでいます。また対面授業になり友達とほぼ毎日会えるようになりとても

楽しい時間を過ごせています。 

・聖和の学食が美味しいです。最近、100円期間だったことから始めて食堂に通うよう

になりました。食堂での温かいご飯はとても美味しく、虜になってしまいました。 

・私は先日、ありがたいことに幼稚園から内定をいただきました。キャリアセンターの

方が園を紹介してくれて、採用試験の日まで一緒に準備を進めてきてくれて、そして内

定通知をいただいた時には一緒に泣いて喜んで下さりました。本当に嬉しかったし、聖

和に来て良かった、と改めて感じた出来事でした。 

・最近寒くなってきて、愛犬をお腹の上に乗せるとあったかくてすぐに寝てしまいます。 

・聖和のいいところは、おもちゃと絵本の部屋があるところだと思います。 

・5限の対面授業が終わったあと、暗い聖和坂を降りると目の前に西宮市の夜景が広が

ってて毎回写真とってます。あの景色めっちゃ好き、、、。それより、成人式までもうあ

と２ヶ月、痩せな。 

・聖和のよいところは自然がいっぱいなところです。聖和の森は春夏秋冬どの季節も景

色がきれいで心が落ち着きます。また、友達と写真を撮るにもベストな場所だと思いま

す。 

・聖和の図書館や自然いっぱいの森は、居心地が良すぎて何時間でもいられるような素

敵な場所です。オンライン生活の中で友達と過ごすことができる幸せを感じることもで

きました。 

・聖和のいいところは、先生や友達が優しいところだと思います。この 2年間で関われ

た人達はみんな優しくて思いやりを持った素敵な人ばかりでした。このような人達と出

会えて自分も人に思いやりを持って接することの大切さに気づかされたり、自分も思い

やりもって関わりたいと思えました。 

・聖和のいいところは、やはり保育経験のある先生方の授業を受けられるところだと思

います。保育のことを深く学んできた先生方の失敗談を聞くと、初めはみんな同じとこ

ろからスタートしたんだなとなんだか安心します。 

・やっと全面対面授業になり、友だちと話せるのが楽しい。だけど、卒業まで 3か月し

かないのがさみしい。 

・ほとんど学校に行かないまま 2 年生になり、本当に保育士になれるのか不安でした

が、実習を乗り越え、対面授業になり、卒業まで約 4ヶ月になったことで、実感が湧い

てきました。残りの学生生活楽しみます！ 

・最近学校も遊びもバイトも充実してて楽しいです。卒業までの大学生活を友達と大学



だけでなく遊びに行ったり、お泊まりしたりする予定もあるので楽しみです。これから

も自分なりに人生を楽しんでいこうと思います。 

・卒業まであと４ヵ月ほどです。コロナの影響でなかなか友達と遊びに行ったり、旅行

に行ったりできなったので春休みにたくさんの思い出をつくっていきたいと思いまし

た。 

聖和の 1番好きでお気に入りの場所は、聖和の森です。聖和の森は大学の中で 1番季節

を感じられる場所です。 

・対面授業になってから友達と学校で会えるので嬉しいです。残りの学校生活で思い出

をいっぱい作りたいです。 

・対面授業の際に聖和の森で子どもの気持ちになって遊んだことが、残り少ない学生生

活の中での思い出です。赤や黄色の落ち葉、金木犀の香り、ツバキの実や種といった秋

の自然に触れる楽しさを仲間と一緒に味わいました。 

・最近自動車学校に通い始めました。働き始める頃には車で通勤したいと思っているの

で頑張っています。 

・聖和のいいところは、子どもたちが聖和の森で遊んでる姿を身近に見ながら保育につ

いての学びを深められるところです。対面授業は学校に行ってなかった分、負担に感じ

ることはありますが、同じ内容を一緒に学ぶ友達がそばにいることで頑張れます。 

・コロナも落ち着いてきて、ライブやコンサートができるようになり、私的生きる希望

が復活しました。このコロナ禍で一人一人が意識を高めることが大切だとわかった。 

・卒業後の新しい学校生活が楽しみです。あと○回と数えられる程、卒業に近づいてい

るため、最後まで頑張ろうと思います。 

・図書館の本の数が膨大で何時間でも飽きずに楽しめます。また、聖和図書館の３階は

聖和の森が見渡せるので、お気に入りの場所です。 

・今まではたまにある登校も周りにいる人ほとんどが名前のわからない人たちばかり

だったのが、対面授業が続き話をする友だちが増えたことで、授業中の雰囲気も緊張し

た雰囲気から、小さなことでも笑いの起きる柔らかい雰囲気に変わってきていて嬉しい

です。 

・卒業まであと残り 4ヶ月となりましたが、学生生活を少しでも楽しむため、やりたい

ことに何でも挑戦してみたいと思います。 

・オンライン授業になって、初めて本格的にパソコンを使いました。初めは慣れないこ

とだらけで時間はかかるし合っているのかわからない不安もありましたがだいぶ使え

るようになりました。コロナ禍になり、失われたことも多いですが、逆に新たに学んだ

ことも増えました。 

・今私がはまっている絵本はぜったいあけちゃだめという絵本です。子ども達も「早く

めくって」などの言葉が多くとても楽しんでいた印象をもちました。 

・最近は対面授業がたくさんあって友達と出会う機会が増えてとても嬉しいです。オン



ライン授業では外に出る機会がなく自分の見た目にも気を遣わなくなってしまいそう

ですが、・学校に行くまでの道を歩いて体を動かすことができたり、おしゃれをしたり、

帰りにご飯に行ったりすることができて充実した生活を送れていると思えます。 

・最近いくら寝ても寝足りません。なのに予定はぱんぱんで、ゆっくりする時間もない。

来月はバイトのシフトを減らして時分に甘く過ごしたいと思います。 

・オンライン授業も良いと感じていたけれど対面には対面ならではの良さがあると感

じている。 

・対面授業になってから、友達と話す機会が沢山増えやっと楽しい大学生活ができてる

なと感じています。卒業まであと 4ヶ月程なので、たくさんの思い出を作りたいと思い

ます。 

・毎日の対面授業が始まって、毎日坂を登るのがしんどいなと思う日もあります。しか

し、大学に行くのも残り少ないと考えると朝友達と登る坂が素敵で楽しく感じるように

なりました。 

・対面授業はお友達に会えるという点では良いと思いますが、オンライン授業は寒い日

に外に出なくて済むし自分のペースでまったりと授業が受けれるのでそこはオンライ

ンの良い所かなとおもいます。 

・先生たちがみんな面白くて優しい。 私が保育を学び理解するには聖和以外では無理

だったと思う。 聖和の森で友達と楽器演奏ができて楽しかった。 これから自分のこ

とも周囲の人のことも本当の意味で大切にできるようになりたい。 

・今思い返せば 1年はコロナによって様々な変化はあったけど、最高で素敵な友達に出

会うことが出来ました。同じ夢を持つ友達と高め合い一緒に学べるのでとても心強いし

楽しいです。あと少しの学校生活楽しみたいです。 

・卒業まであと約 4 か月となりました。この 2 年間で色々なことがあったなと思いま

す。振り返ってみると、大変なこともたくさんありましたが同じ夢を持った友達と出会

えてよかったなと思います。 

・最近は毎日朝ドラを見て一日を始めています。寒いし早いし憂鬱な朝でも、昔と今に

ついて少し深く考えてみたり人の温かみを感じたりすることが出来る朝ドラのおかげ

で家を出る時にはほっこりとした気持ちになれます。 

・髪の毛を染めました！社会人になったら派手な髪色はできないので今のうちに色ん

な髪色にしたいです 

・私はアカペラサークルに所属しています。最近、サークルの学祭ライブがありました。

このライブのために、空きコマの間に関学に行って練習したり、学校の授業が終わって

バイトがない日は、直ぐに練習に行くというオフのない多忙な日々が続いていました。

しかし、私は歌うことが大好きなのでどんなに忙しくてもアカペラが楽しくて逆にもっ

と練習したい気持ちが大きかったです！本番もとても楽しくて最高の思い出になりま

した。また一ヶ月後にライブがあるので多忙な日々は年末まで続くと思いますが頑張り



たいと思います！ このように最近は充実してるなぁと感じています。 

・1 年生の頃はオンライン授業がメインでなかなか友達と会えずに寂しかったですが、

2年生になり、対面授業が増えることでたくさん友達と会うことができてとても楽しい

です。 

・今日もとても寒かったですが、晩ご飯が湯豆腐だったので体の内側から温まることが

できてとても幸せな気持ちです。 

・授業が全面対面になり、毎日友達と顔を合わせるのは楽しいですが、1限からの授業

の早起きが辛いです。でも資格取得のために頑張ろうと思います。一年生の時はほとん

ど学校に行けてなかったけど、やっぱり対面の方がいいなぁと感じました。 

・この前、袴の予約に行ってもうすぐ卒業だということを実感しました。コロナの影響

で 1年の時はなかなか学校に来れなかったけれど、2年生は対面が増えて友達にも会え

るので 1日 1日大切に過ごしていきたいです。 

・聖和の良いところは植物が多く歩いているだけで四季を感じれる所です。ただ、4.5

限授業より朝に詰めたり空きコマを少なくして欲しかった、、 

・短大卒業まで残りわずかとなり、学生のうちに自分のやりたいことをたくさんやりた

いと思い、最近は髪の毛を金髪にしたり赤髪にしたりイメチェンを楽しんでいます。次

はどんな髪色にしようか悩み中です。 

・もうあと少しで卒業。私にとって聖和短期大学での 2年間は思ってた以上にあっとい

う間に過ぎていきました。いろいろな事があったけれど、保育者になるために沢山のこ

とを学び、同じ目標を持っている友達と出会うことができて良かった。 

・私は対面授業になってから友達との時間が増えてとても嬉しいです。休み時間に山手

線ゲームや絵しりとりなどで遊ぶのが楽しくて好きです。いつも一緒にいる友達とは大

学生卒業後も仲良くしていきたいって思います。 

・○○好きなんですけど、○○飲みすぎて声が最近でません、、、 

・学校が遠いので毎日行くのはしんどいけれど、対面授業は楽しいです。今までキャン

パスライフを送れなかった分、残りの学生活を楽しみたいです。 

・最近、髪を染めました。人生初のブリーチをしました。最近は、最後の学生生活を楽

しむのに必死です。 

・私はガチャガチャにハマっています。先日きのこのガチャガチャをしたところ、しい

たけが出ました。思っていたよりも重くて、カバンに付けようとしたらチェーンが外れ

たので、しいたけが引き出しの中で眠っています。 

・聖和に入学してから中々登校できず、初めは全然楽しくなかったけれど、今となって

はオンライン授業も対面授業も違った楽しさがあって毎日が楽しいです。 Zoom のオン

ライン授業で、電波の状況等で先生の声が途切れたり聞こえなかったりしても発言しず

らさがあったが、オンデマンド授業であれば、声が聞こえなくなることはないし、動画

や資料などが何度でも見直しできるので好きです。  木曜日は空きコマが多いので、1



限が対面授業じゃなくなって嬉しかったです。 

・ふと気がつけば卒業まで、あと約３ヶ月になりました。先輩方に比べ、学校に来る機

会も少なく、存分に保育学生を楽しめていなかったかなと思います。しかし、コロナ禍

だからこそ、友達と絆を深めることが出来たり、当たり前に学校に行くことの有り難さ

を感じることが出来ました。残りの保育学生生活、一日一日を大切に過ごしていきたい

と思います。大切な友達や個性的な先生方に出会い、聖和に来てよかったと今も思いま

すが、卒業式には更にその気持ちが膨らんでるといいなと思います。 

・だんだん寒くなってきて、1限の日に布団から出るのが辛くなってきていますが、学

校に行くと友達と他愛もない話をしたり、空き教室で昼寝したりするの時間が好きです。 

・聖和のいいところは、たまにキッチンカーがくるところです。 

・聖和の良い所は、例えば壁面制作の課題が出た時に、みんな想いやねらいがはっきり

とある作品を作ってくるので、先生のみならず友達からも学べることがたくさんある部

分です。 

・最近漫画を読むことが趣味で、ここ 1 ヶ月で 60 冊読みました。私のおすすめの漫画

は「憂国のモリアーティ」です。千葉先生も読んでみてください。 

・毎日どんな服を着ていくか悩みます。制服だった頃が楽だったなと毎日思います。で

も、それかわいいね、と会話の一つなることもあり、友達の優しさに気づくことができ

て嬉しい気持ちになります。 

・さて、どうしよう。パソコンを買い替えるか、ストリングスのソフト音源を買うか、

バイクの免許を取りにいくか。でもゲームも欲しい。人生は選択が多い、迷いますね。 

・オンライン続きの時は学校行きたいと思ってたけど、実際毎日が登校になると体が慣

れて無さすぎて、毎日行くのはしんどいってなっています。でも秋は特に聖和の森の紅

葉が綺麗で友達と写真をたくさん撮ったりしたし、冬になるとクリスマスツリーが綺麗

に点灯して、写真たくさん撮れると思うし、登校できて友達といるからこその空きコマ

があればどこか行こってなり大学生で青春できてるな！って感じがします。行くまでが

しんどかったりするけど、行くと楽しいのが聖和！！ オンラインは何度も見返せるも

のもあったりと自分のペースで学んでいけるから結構気に入ってました。 

・私のストレス解消法は大好きな SnowManなどジャニーズをみることです！ 

・対面授業は人の顔を見て反応を見ることができるよさがあり、オンラインは登下校の

時間がないため時間をより有効的に自分のために使えると言う良さがあります。今週の

土曜、日曜は滋賀と京都へ旅行に行くので楽しみです。羊のショーンを見に行くのは一

年以上前から行っていたので楽しみたいと思います。晴れてほしいな〜。 

・気づけばあと 4か月で卒業です。コロナに振り回された短大生活でしたが、友達との

思い出もたくさん作ることができ、楽しい学生生活を送ることができています。残りの

学生生活も楽しみたいです。 

・聖和のいいところは、学生がしんどくならないように授業調整してくれる素晴らしい



学長がいることです。 

・髪の毛を染めたいけど保育園のアルバイトの関係で、就職してからも黒髪で居続けな

ければいけません。せめて髪質改善はしたいんですけど、コロナでアルバイトが休業し

ていたのでお金が全然ありません。コロナがなかったらどんな大学生活だったんだろう

なと最近思います。 

・私のストレス解消法は、聖和で出会えた友だちと笑い合うことです。いつもくだらな

いことで笑ってます。何が面白くて笑っているのかたまに分からなくなる時があります。

笑っている時間は本当に幸せです。 

・オンライン授業では、朝の支度をせずに受けることができ、登校の時間も無くなるの

で時間を有効に使えて好きです。 

・オンライン授業より対面授業の方がいいという考えが多いと思いますが、私はオンラ

イン授業の方がいいと考えています。特にオンデマンドの配信では聞き逃したり、よく

分からなかったりした部分があれば、もう一度巻き戻して再生することができます。ま

た、何度も見直すことができるため、復習する時にも役立つと考えます。また、オンデ

マンドでは必ずその時間にやらなければならないという訳では無いため、体調が悪いと

きでも後から受講することができるため、 

・オンライン授業の良さは、通学の支度、通学時間、交通費がかからないこと、都合の

良い時間に受講することができることです。しかし、画面をずっと見続けることになる

ので、目が疲れるため少し大変だと感じました。 

・大変だった実習もいつの間にか終えて、卒業まで残りわずかだと考えると少し寂しい

です。 聖和までの坂道で毎朝クタクタになりながらも大笑いしながら友達と歩く時間

が大好きです。 

・オンラインの良さは、自分の時間を持てることです。私は学校が遠いため、授業が 1

時間のみだと交通費など金銭面も気になります。対面の良さは実技ができることです。

どちらも良いけれど、今は卒業も近いので対面でいいと思っています。 

・私のストレス解消はカフェ巡りです。カフェ巡りにすごくハマっていて休日や時間が

ある時はよくカフェに行って心を休ませることが大好きです。 

・最近は対面授業も増えてきて、友達と学校に通える喜びを感じています。ようやく大

学生らしい生活になってきたなと感じます。卒業まで残りわずかですが、これまでの学

生生活を取り戻す気持ちで学校に通いたいです。 

・聖和の良いところはクラスが違っても気軽に話しかけてくれる友達がたくさんいま

す。また、先生方もとても親切な方が多いので、相談をしやすいです。私は、オンライ

ン授業になって、苦手なパソコンを触る機会が多かったため、少しタイピングが早くな

ったことがとてもうれしいです。また、運動不足を補うために、近所の河川敷を散歩し

てみることによって、散歩が趣味になりました。季節の変わり目を感じたり、夕日の写

真を撮ったりと、その時だけはすべてを忘れてだらだらと歩くことが私にとっては楽し



く、最高の時間です。 

・聖和のいいところは関西学院幼稚園や聖和乳幼児センターの子どもが聖和の森で遊

んでいるところを見ることができることです。 

・もしコロナが終息していたら、ゼミのみんなで遊びに行きたいです。その時は先生達

とも一緒に行きたいです。 

・聖和のいいところは映えスポットが多いところです。友達と一緒に自然の景色の中で

写真を撮ることが楽しいです！ 

・対面授業は少し大変なことがありますが、毎日友達と会えるので楽しいです。最近は、

成人式に向けて髪の毛を伸ばしていますが、早く切りたくてしょうがないです。 

・ふと気づけば卒業まで 4ヶ月。私は就職をしない。卒業したら自分のやりたいことを

とことんするつもりだ。たった一度きりの人生、自分に正直に悔いなく楽しく生きてい

こうと思う。 

・私の最近のストレス解消法は歌うことです。YouTubeでカラオケを調べて歌詞を見な

がら熱唱することが大好きです。うるさくてよく親に怒られます。 

・対面授業にアルバイトにと、毎日忙しい日々を送っています。こんな生活もあと残り

わずかと思うと悲しいですが、今を存分に仲間と共に楽しみたいです。 

・大学生活の 2年はあっという間だったなと思います。コロナ禍で学校に行けずキャン

パスのこともまだ全然知らないし、先生方も全然知らないまま卒業してしまうことがと

ても悲しいです。とても楽しみにしていて色々な行事などでたくさんの思い出が作れる

と思っていました。しかし、コロナのためになくなったりということが多かったのでも

う少し思い出を作りたかったです。 

・対面授業のいいところは、クラスの友達との会話を通したグループワークに取り組め

ることです。それぞれが実習で体験したことを共有することで、自分が知らなかった保

育内容を知ることができ、より深い理解に繋がります。また、キャンパス全体が一つの

園のような、暖かい雰囲気があります。キャンパス内に幼稚園と保育センターがあるこ

と、誰もが自由に利用することのできる聖和の森や、子育て事業の「さぽさぽ」などが

あること。キャンパスの敷地にチョークアートが描かれることなど、常に子どもや保護

者、地域の方と関わることができ、学生のうちから保育現場の雰囲気を味わうことがで

きます。キャリアセンターの職員の方は全員親身に相談に乗ってくださるので、就職関

係で不安や悩みがあっても、乗り越えることができます。 

・聖和に入学してオンラインばっかりでしんどかったけど、対面授業や実習が始まって

充実するようになった。そして、あっという間に就職活動が終わって卒業論文に取り掛

かってという生活になった。多忙な毎日だけど友達と何気ない会話で盛り上がったり大

学生活を謳歌していると感じている。 

・社会人になる日まで毎日カウントダウンしています。いつのまにか夏が来て、秋が来

て、冬になって時間の流れが早く感じます。社会人になるために、何かしないとと感じ



ながらも気ままに授業を受けて、バイトに行ったり、友達と遊びに行ったり中々メリハ

リのある時間の過ごし方をしていなくてしっかりしないとなと思いつつ 11 月になって

しまいました。季節を感じながら、寒くなると人肌が恋しくなってきて、自分磨きをし

ようとたくさん欲しいものを買ってしまい散財中です。バイト頑張ります。 

・今実習が終わって髪の毛を染めたんですけど、私は黒髪が似合わないので 4月に戻さ

ないといけないのが悲しいです。2.3月就職先の方にアルバイトに来てほしいと言われ

たのでもっと早く髪色を戻さないといけないかも知れないので、今のうちに楽しんでお

こうと思います。 

・対面授業になって、友達と会える機会が増えたので嬉しいです。残りの学生生活を楽

しみたいと思います。 

・聖和のいいところは、先生たちとの距離が近いところです。特にゼミの先生などは進

路のことや相談事を親身になって聞いてくれます。普通の大学では生徒数が多く、生徒

一人一人を個別に見ることが難しいと思うのですが、聖和では一人一人をしっかりと見

てくれます。 

・私のストレス解消法は、カラオケに行って歌をたくさん歌うことです。 

・対面授業がストレスでニキビができました。 

・毎日つめつめの授業でしんどいと思うこともあるけれど、友だちがいるから頑張れま

す。先生と生徒の距離が近いから相談しながら実習も乗り越えることができました。 

・実習や就活が終わり、久しぶりに美容院に黒染めのためではなく茶色くするために行

ってきました。あまり周りの人には気づかれませんが、自分的には変化があり、気分も

上がったので満足しています。 

・卒業まであと半年もなく、凄く早いと感じる充実した学校生活だなと感じました。 

・対面授業は、仲間や先生と意見を共有したり、話し合いをしながら、学ぶことができ

るため楽しいです。わからないことをきいたり、教え合ったりして、勉強をしています。 

・入学してからほとんどがオンライン授業で、2年生になってやっと対面授業が増えて

今では毎日学校に通ってますが、あっという間に卒業式が近づいてきていて、寂しいな

と思うし、学生生活が短かったなと感じています。就職もあまりスムーズに進まず、秋

になってから時間の流れが早いなと感じることが多かったです。 

・最近髪をブリーチして染めました！2年生になる前から実習と就活に向けて黒髪をキ

ープしてましたがようやく好きな色にできました！染める前日、黒髪の自分を見て「こ

こまでよく頑張った！偉い！」とたくさん褒めました！社会人もたくさん頑張りたいで

す！早く保育者になって子どもと関わりたいです！！ 

 


