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●介護福祉学科 
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、ICT 活用技法やカウン

セリングマインドも身に付け、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 
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 10 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。 

「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」という学生指導方針を本にしながら「謙虚な姿勢と前向き

な態度で、専門職としての知識・技術の修得に励む学生」を本学科

の目標とする学生像として教育してまいり

ます。保育者・幼児教育者となるために、ま

ずは、「挨拶」「相手を思いやる気持ち」「礼

儀」「行動力」を心がけ、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 
学科長 冨田 順子 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

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」、「医

療秘書検定」など、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病院実習、医療秘書実

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「本校で学んでよかった」と思って卒業できるようにと

もに勉強してまいりましょう。 

 
●視能訓練士学科 

学科長 山村 慈 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 

視能訓練士という職業は、光学系の機器を扱う理数系の頭脳と、 

患者さんに対応するための言葉を扱う文系の頭脳と両方必要です。 

まだ歴史のない視能訓練士学科に飛び込んできた皆さんの行動は、 

すでにパイオニアの精神を持っていると思います。 

国家試験がゴールではありませんが、国家試験に合格しなければ 

視能訓練士という舞台にあがることはできません。 

1年で医療の資格取得を目指すことは容易ではありませんが、 

教員と一緒にあがいていきましょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

３つの「M」を大切に 
進路室長 橋野 幸男 

 

 集まり散じて、人は変われど ― 。本学も先月、第 31 期生とな

る卒業生を送り出し、そして今、各々の夢を持って両校の伝統を引

き継ぐ「若い力」を迎え入れました。 

 その新入生の皆さんに、学生生活で大切にしてほしい「3 つの M」

を贈ります。 

 一つ目の M は、「Myself」です。「専門学校選びは、『仕事』選び」

です。それぞれが目指す分野において、自身の「専門性」を向上さ

せていってください。 

 二つ目は、「Market」、つまり「顧客志向」であれ、ということ

です。皆さんはやがて、雇用市場に参入します。その顧客である企

業・施設等が求める「人材ニーズ」を把握し、「専門性に加え、『豊

かな人間力』をも備えた、『人財』と呼ばれる職業人」を目指して

ください。常に、広く｢社会｣全体の動向に目を向け、目指す仕事の

価値・社会的意義を考えてください。 

 最後は、「Mutual Respect」です。同じ学科・同期の学生はもち

ろん、学内外の様々な人と「お互いを尊敬し」、刺激し合い、そし

て、優れた「チームワーク」を発揮できる人になってください。 

     ‥          ‥        ‥          

 卒業年次の皆さん、身近で「内々定云々」という言葉を耳にする

時期になりました。本学でも、採用選考の最終段階に進んでいる学

生（電子情報）がいます。 

さて、今年度の採用活動に関し、次のような調査結果が発表され

ています（日本経済新聞社『2019 年春の新卒採用計画調査』＜1

次集計＞、3 月 22 日記事掲載）。 

・採用予定人数は、今春実績見込みに比べて、＜総合計＞ 9.6 %

増。＜大卒＞ 9.3 %増（うち、理工系は 13.8 %増）、＜短大・

専門学校・高専卒計＞ 11.3 %増（うち、理工系は 16.4 %増）、

＜高卒＞ 8.4 %増。 

・理工系の増加は、あらゆるモノがネットにつながる「IoT」、金

融と IT が融合する「フィンテック」や人工知能（AI）など先

端技術の裾野が拡大し、担い手となる IT 人材の不足感が強ま

っているため。 

・採用スケジュールについて見ると、まず、「面接」を始める時

期では、 

 ＜経団連加盟企業＞ 「6 月」が 54.0%でトップ。ただし、「5

月以前」が 33.9% 。 

 ＜非加盟企業＞ 「5 月以前」が 81.2% 。特に、「3 月」32.7%、

「4 月」28.0% に集中。 
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また、「内々定を出す時期」では、 

 ＜経団連加盟企業＞ 「6 月」が 72.0%、「5 月以前」は 19.4% 。 

 ＜非加盟企業＞ 「5 月以前」が 60.9%、「6 月」は 31.2% 。 

・なお、今春の「充足率」（採用計画に対して内定者を確保でき

た割合）は、96.8% 。 

 うち、理工系は 96.4% 、文科系は 100.1% 。 

 皆さんが専攻する分野では、量的にはいわゆる「売手市場」が続

くという状況にあります。 

しかし、楽観は禁物です。皆さんが入社したいと望む企業ほど、

「質」重視の方針を堅持しています。例えば、㈱リクルートキャリ

ア『就職白書 2018』（2 月 15 日公表）の「2019 卒以降の新卒採用

活動の展望」では、「採用数が満たなかった場合の対応」として、 

・「求める人材レベルは下げない」が 51.5% で、今春卒に比べ＋

2.5p  

・「基準を見直し、柔軟に対応する」は 14.0% 

となっています。 

また、オンライン面接の導入など採用方法を変更している企業も

あります。志望先の採用情報を適確にキャッチして、活動を進めて

いってください。 

 
 
 

 視能訓練士学科 佐野 智久 
 本年度より本学に勤務させていただいております、佐野智久と申

します。 

公立病院と診療所に勤務して眼科の検査に関わってました。新た

な教育という現場、環境に戸惑いもありますが、新たに学びあえる

ことを楽しみにしています。 

長い間の現場の経験をいかして、学生の皆さんにわかりやすく、

伝えられたら良いと思いますし、逆に現場では得られなかったこと

を吸収して、より自分を高めていきたいと思います。 

これからよろしくお願いします。 

 
視能訓練士学科 太田 陸 

本年度から本学に勤めさせていただいております、太田陸と申し

ます。 

 教務の経験はありませんが、数年前まで学生だったことを活かし、

学生の皆さんの目線に立ち、より良い学校生活を送るためのお手伝

いをさせていただければと存じます。 

 保護者の皆様、そして教職員の皆様、まだまだ至らぬ点が多々あ

り、ご迷惑をおかけ致しますが、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願

い申し上げます。 

 

🌼企画広報室より 
企画広報室 松本 郁世 

皆さんこんにちは！！広報の松本です。 

新入生の皆さん、ようこそ中村学園へ！！将来についていろいろ

な希望、夢を抱き、新たな学校生活をスタートし、胸を躍らせてい

ると思います。学校はその名の通り、「学ぶ」ところです。また専

門学校ではそれぞれ職種により、専門に特化した内容を学びため、

高校までの勉強とは大きく異なります。最初は戸惑うこともあると

思いますが、先生方などに相談したりし、早く学校生活に慣れて欲

しいと思います。2、3 年生の皆さん、新たに上の学年に上がり新

たな学年でのスタートになりました。昨年より更に飛躍できるよう

外部実習、就職活動、資格取得など頑張って学校生活に取り組んで

欲しいです。 

 さて、企画広報では、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、ガイダンスの参加など、本学の魅力を伝えるため、

様々な活動をしています。中村学園を皆さんと共に盛り上げていき

たいと思っています。 

 最後になりますが、皆さん一人ひとりが充実した学校生活を送れ

るよう応援しています。 

一緒に頑張りましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４日(水)新入生オリエンテーション 9:00～(～6日(金)) 

６日(金)在校生オリエンテーション 13:00～ 

     健康診断(卒業年次、2CP、教職員)13:00～ 

     保育園：入園式・進級式 

７日(土)入学式・始業式・後援会入会式 

９日(月)前期講義開始 

     新入生宿泊研修（御殿場）～11 日(水) 

１２日(木)新入生前期講義開始 

     学生会挨拶運動～20日(金) 

１４日(土)ORT 授業 

２３日(月)学生会選挙 

２５日(水)オープンキャンパス 17:00～ 

２６日(木)J 検 CBT 

２７日(金)春季スポーツ大会（安倍川河川敷） 

２９日(日)昭和の日 
 

 

 

１日(火)春季スポーツ大会（予備日） 

７日(月)健康診断（1年、2TW）9:00～ 

８日(火)3CP 教育実習事前研修 ～5/10 

１０日(木)オープンキャンパス 17:00～ 

１２日(土)後援会総会 

１４日(月)2CP 保育実習 

１８日(金)2MIS メディックファーストエイド 

２０日(日)「静岡県視能訓練士の会」講演会 

２６日(土)オープンキャンパス 13:15～ 

     ＯＲＴ授業 

２７日(日)創立記念日 

２８日(月)3CP 教育実習 ～6/22 

３１日(木)卒業生を囲む会（CP 以外） 

     J 検 CBT 

新任教職員の紹介 

＊オープンキャンパス開催日程＊ 
 

お仕事体験を通じて、自分の目指す将来を見つけよう！ 
 

○体験入学、学校・学科説明会、なんでも相談会 

・５月２６日(土) １３：１５～１５：１５ 

・６月２３日(土) １３：１５～１５：１５ 
 

○ミニ体験、学校・学科説明会、なんでも相談会 

・４月２５日(水) １７：００～１８：３０ 

・５月１０日(木) １７：００～１８：３０ 

・６月１３日(水) １７：００～１８：３０ 
 

※保護者対象説明会も同時開催※ 


