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立派な職業人・社会人として育てていくことでしょう。 

 皆さんの目前には限りない未来への可能性が開かれています。胸を張っ

て、自信を持って学舎の門戸を押してください。 

 ともに学び、ともに悩み、楽しく遊び、そしてともに成長していきまし

ょう。 

介護福祉学科長 三嶋 秀子 

ご入学おめでとうございます。介護福祉学科は「共感性豊かで、専門的

知識と技術に精通した介護福祉士の養成」を目指します。 

確かな理論的基盤に立脚したコミュニケーション技術・基本的人権・専

門的知識と技術の習得を行い、利用者様を尊重し、利用者様が安全で快適

な生活を過ごせることができるよう、相手の気持ちや立場が理解できる介

護福祉士を目指しましょう。そして、人間としても成長し、高い倫理観を

持ち合わせた介護のプロを目指しましょう。 

さらに、ビジネスマナーや ICT活用技法やカ

ウンセリングマインドも身につけ、福祉現場で

幅広く活躍できる人材を養成します。理想は高

いですが、自主トレーニングや指導を濃密にし、

友人や先輩・後輩との連携を図りながら、自己

実現を図るため、少しずつ前進したいと考えて

います。一緒にがんばりましょう。 

 

子ども心理学科長 後藤 明子 

新たな出発です！！学生と教職員が『希望先へ就職する』を目標に奮闘

し、昨年もめでたく就職率 100％を達成することができました。今年度入

学する1年生は8期生となります。私たちの最終目標は今年度もそれから

皆さんが卒業するときも変わらず、『全員が希望先へ就職すること』です。

皆さんの夢を現実にするためには、早期に目標を定めゴールに向かい進む

ことです。 

また、本学科の学習指導方針は、「こどもたちの‘こころ’と‘からだ’の健や

かな成長を見守り、あたたかいふれあいの『心』を大切にする保育士・幼

稚園教諭を育成する」です。新入生からは『幼児教育専攻』と『幼児心理

専攻』の２専攻が始まります。それぞれの学生

が、自らの将来像を持ち、なりたい自分になる

ために前を向き進んでいただきたいと思います。

まずは、「挨拶」「思いやり」「礼儀」「あきらめ

ない気持ち」を大切に、学生の皆さんが、気持

ちよく、充実した学生生活を送れるようにして

いきましょう。 

医療情報秘書科長 冨田  順子 
 

本学科は、特化したカリキュラムのもと、学生全員が目標とする資格を

取得し、希望する病院・薬局・施設へ就職することを目指します。 

医療事務のプロとして欠かせない正確な事務処理能力はもちろんのこ

と、思いやりのある温かい対応、社会人として大切なビジネスマナーもし

っかり身につけられるのが医療情報秘書科の特徴です。「医療事務検定」

をはじめ「医師事務検定」、「調剤事務管理士検定」など、２年間で専門的

な勉強ができるだけでなく、これら多くの資格が取得できます。 

また、学外教育として病院ボランティアや1年次1週間、2年次2週間

という病院実習を行い、医療現場でプロの仕事ぶりを見ることができ、実

際に体験するという貴重な機会を通して、より深く仕事のイメージをつけ

ることができます。また実習先でそのまま就職内定をいただくケースも数

多くあります。 

将来、本学で学んだ皆さんが自信を持って医療・福祉界で活躍するため

の知識・技能、人間性を習得できるよう、また学生全員がひとり残らず「本

校に入学してよかった」と満足してくれるように教職員一丸となってとも

に勉強してまいりましょう。 

◆あなたの「特性」は ？ それが活かせる場は ？ 

                       進路室長 橋野 幸男 

 

「職業能力の構造」を、パソコンにたとえて概観しましょう。 

 

採用場面では、「専門力」(ある特定の職業に必要な能力)に加えて、

その「専門力」を十分に発揮するための基盤として「基礎力」(どのよ

うな職業に就くにしても共通して必要になる能力)、そして「仕事に向

かう態度」も重視されています（詳しくは、授業で）。 

      …         …         … 

 ここでは、「基礎力」や「態度」を「行動の特性」とし、その「特性」

に関連して最近興味深く思ったものを紹介します。 

 ｢静岡新聞｣ H.28.2.21 の記事『音大教育 社会に生かす。国際感覚や伝

える力、「一般企業で活躍」期待』がそれです。みずほ銀行から武蔵野音

楽大学・就職課主任に転じた大内孝夫氏の著書『「音大卒」は武器になる』

(H.27.2、ヤマハミュージックメディア発行：① )の内容が掲載されていま

す。まず、その続編である『「音大卒」の戦い方』(H.28.1.発行：② )から

引用します。 

――「音大卒の武器」には以下のようなものがあります。 

・ コミュニケーション能力 

・ 「礼儀、清潔、時間厳守」の態度 

・ いくら叱られてもめげない精神力 

・ 正確さ、丁寧さへのこだわり、  などなど 

   これらの能力はすべて、専攻楽器や声楽の先生との1時間以上に及ぶ毎

週のマンツーマンレッスンを通じて培われるものです。 

   毎週1時間以上目上の方と接することでコミュニケーション能力は高ま

りますし、自然と礼儀正しさや清潔さも身に付きます。レッスンを円滑に

行うため時間厳守もしっかりできています。レッスンでは結構厳しく叱ら

れることもあり、いくら叱られてもめげない精神力がないと生き延びるこ

とはできません。そして先生に叱られないためには演奏で常日頃、正確・

丁寧さを大切にしています。 

   これらはおもに新社会人が備えるべきスキルです。〈中略〉しかし、じ

つは音楽を深く学ぶ過程では、全体を見る力や孤独への耐性など組織のリ

ーダーに必要とされる資質も鍛えられているのです。つまり、音楽を真剣

に学ぶことで、たとえば経営者や管理職になった際にも役立つ能力が身に

付くわけです。これはまさに「音大卒の武器」と言えるでしょう。―― 

そして、著作① の『自己PRって何？』という箇所では、次のような記

述があります。 

――たとえば、住宅販売の会社のESや履歴書に「私はピアノが得意です」

と自己PRしてもダメです。それよりもピアノを通じて身に付けた「粘り

強さ」や、暗譜で身に付けた「記憶力」などをアピールする方が有効です。

そして「常に与えられた目標には粘り強くチャレンジして必ず目標を達成

させたい」、「商品内容をすべて記憶するとともに、来店するお客様の顔と

名前もすぐ覚えて 1 日も早くプロの営業職としてトップを目指したい」、

という感じにまとめるといいと思います。――  
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「自分の『武器＝特性、強み』が、企業の『人材ニーズ』に適合している」

ことをアピールする例として、参考になるものです。 

 (なお、昨年度の社会人講座〔離職者向け〕の受講者に、「短大・ピアノ

科卒」という方がいました。彼女は、音楽を職業にすることは困難だと

考え、合同企業説明会で出会った大手生命保険会社に就社、生保営業担

当として9年のキャリアを積みました。) 

        …         …         … 

 皆さんは、専門学校の学生として日々、専攻する分野の「専門力」を身

に付けています。しかし、それだけでなく、学業(実習を含む)、課外活動(ク

ラブ活動、学生会、etc.)や学外での諸活動(ボランティア、アルバイト、etc.)

を通して、あなたらしい「行動の特性」も形成しているのです。こうした

観点から学生生活全般を詳しく振り返り、自分の「強み」を抽出してくだ

さい。そして、まず広く、その強みを活かせる場を探索してみましょう。

「広げて、絞る」―、就職活動の基本の一つです。 

 

◆新任教職員の紹介 

映像・音響デザイン学科 五味 正太郎 

本年度から本学に勤務させていただいております、五味正太郎と申しま

す。 

本学の情報デザイン学科音響コースを卒業してから舞台音響技術者とし

て勤務しており、芸能や音楽の事を４年間学んでまいりました。そこで培

ってきた経験や知識を本学で活かしてより良い学校、そして、学生達のよ

り良い就職を目指して頑張っていきます。 

本学の卒業生ではありますが、まだまだ分からない事や未熟な部分が多

くありますので、学校長先生をはじめ諸先生方にご指導いただきたく思い

ますのでよろしくお願いいたします。学生の皆さんとは年齢が近いと思い

ますので、気軽に声をかけてください。よろしくお願いいたします。 

 

子ども心理学科 山下 あやね 

本年度から、本学に勤務させていただきます、山下あやねと申します。 

前職は、鹿児島県にある保育士養成の専門学校に勤務しておりました。

気候や特産品が鹿児島県と似ている静岡県に移り住んでまだ 10 ヶ月ほど

ですが、また新たな学校で勤務できることを幸せに思います。子ども心理

学科1年生の担任として、学生のみなさんと一緒に、私自身も目の前にあ

る一つひとつのことを共に頑張っていきたいです。本学での学生生活を通

して、みなさんが成長し、夢を叶えるまで伴走をしていけたらと思います。

社会に出る前の貴重な期間です。たくさんの知識や技術を吸収し、これか

ら生きていく柱を自分の中に作っていってください。そのお手伝いができ

れば嬉しく思います。 

校長先生をはじめ、教職員のみなさま、学生のみなさん、これからどう

ぞよろしくお願いいたします。 

子ども心理学科 佐野 奈保美 

今年度より本学に勤務させて頂いております佐野奈保美と申します。 

 幼稚園、保育園の勤務を経て学生の皆さんと一緒に学ぶ機会を頂きまし

た。現場での経験を生かし、皆さんが子どもたちの心に寄り添い、笑顔い

っぱいの先生になれるようサポートしていきたいと思います。たくさんお

話ししましょうね。 

 また、校長先生はじめ、教職員の皆様、保護者の皆様、学生の皆さん。

どうぞよろしくお願い致します。 

◆企画広報室より 

企画広報室 萩原 奈穂美 

皆さん、こんにちは！広報の萩原です。 

新入生の皆さん、ようこそ中村学園へ！ 

春ですね・・・秋田県出身の私は春になると山菜が恋しくなりますが、

皆さんは『春』、何を思い浮かべるでしょうか？ 

ともあれ、４月は新年度の始まりの月です。皆さんの将来へ向けた新た

な学校生活がスタートし、期待と不安で胸がいっぱいだと思います。迷っ

たり悩んだりしたときには、皆さんの最初の目標や気持ちを振り返ってみ

て下さい。そして同じ目標に向かう仲間とともに困難を乗り越えていきま

しょう！ 

２年生、３年生の皆さんも、新学期がスタートしました。３月に先輩達

を送り出したばかりですが、皆さんにも後輩ができ、そして卒業が目前に

迫る学科もあります。資格の取得やコンテスト等への出場、実習やインタ

ーンシップ、就職活動など、「なりたい自分になる」ための努力を積み重

ねて、一緒にがんばっていきましょう！  

さて、広報ではオープンキャンパスの企画や、皆さんの出身高校への訪

問、ガイダンスへの参加等、本学の魅力を伝えるために様々な活動をして

います。皆さんの後輩である高校生や学校の先生方・保護者の方へ本学を

紹介し、魅力を伝えるには、皆さんの力が欠かせません。中村学園で過ご

す毎日の中で感じたことや掴み取ったこと等、そうした皆さんの『生の声』

を本学に興味を持ってくれている、一人でも多くの方へ伝えていきたいと

思います。学科も学年も超えて、みんなで協力し合いながら中村学園を盛

り上げていきましょうー！ 

最後になりますが、皆さんが充実した学校生活を送り、年度の終わりに

は達成感を感じられるよう、教職員一同応援しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

4 月の行事 

６日(水)新入生オリエンテーション ～８日(金) 

     在校生オリエンテーション 

     健康診断（PM：卒業年次、教職員） 

 ７日(木)在校生前期講義開始 

１０日(日)始業式・入学式・後援会入会式 

１１日(月)新入生宿泊研修（御殿場） ～１３日(水) 

１４日(木)新入生前期講義開始 

１７日(日)情報処理技術者試験 

１９日(火)MIS初任者研修実習 

２１日(木)J検CBT 

２３日(土)卒業生を囲む会【電子】 

     オープンキャンパス13:15～ 

２８日(木)面接指導【電子】 

２９日(金)昭和の日 

＊オープンキャンパス開催日程＊ 
 

お仕事体験を通じて、自分の将来を考えよう！ 
 

○学校・学科説明会、体験入学、なんでも相談会 

・４月２３日(土) １３：１５～１５：４５ 

・５月２２日(日)  ９：３０〜１２：００ 
 

○学校・学科説明会、ミニ体験、なんでも相談会 

・５月１１日(水) １７：００～１８：３０ 
 

※保護者対象説明会も同時開催※ 


