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平成30年度 

専門学校静岡電子情報カレッジ32期生 

静岡福祉医療専門学校 20 期生     の学生諸君  

Congratulations on Your Graduation! ! 
理事長・校長 中村 徹 

 

本学創立33年、元号「平成」最後の30年度両校の卒業生の皆さん、

今年度をもって平成2年に設置された医療情報秘書科がその役目を終

わり、新たに静岡県内唯一の「視能訓練士学科」1期生を含み、修業年

限１年から3年までの各専門課程を修了し、文部科学省高等教育・職

業教育の「卒業証書及び専門士の称号」授与に、静岡福祉医療専門学

校の卒業生は厚生労働省の各「職業養成課程修了[国家資格又は受験資

格]」付与おめでとうございます。 

本学での集大成として、皆さんのキャリアデザインの具現化を図れ

たことと思います。 

皆さんは本学独自の専門職中核的人材育成教育に、最先端 ICT、映

像音響、医療・福祉や幼児教育・保育等の第一線の各業界人の指導も

受け、産学連携で「実践的職業教育プログラム」により育成されたス

ペシャリストとして社会へ旅立つところまできたのです。   

これからはしっかりと社会的責任を自覚し、社会評価を得て、本学

の教えでもある「仕事を通して自己実現を図る」の具現化、プロフェ

ッショナルとして、その道の「達人」を目指すのです。 

我々を取り巻く社会的背景 

平成30年間の最後の年。時代は大きな転換期を迎えている。 

我が国は超少子高齢化による人口減少社会に突入し、急速なグロー

バル化に対応した国際競争力の強化、一億総活躍社会・人生 100 年時

代の働き方改革を推進するリカレント教育（社会人の学び直し）や地

方創生、Society5.0（超スマート社会）の実現など多様なニーズに対応

していかなければならない。 

また、第 4 次産業革命とも言われる IT とインターネットの発達に

よるIoT,ビックデータを基にディープラーニング機能を備えたAI人工

知能時代が到来。今やビジネスは単にモノを造って販売することから、

ビックデータを利用して「モノと人を結びつけるサービス」を売る、

それが地球規模で展開される時代になってきた。 

このように科学技術は我々の予想を超えて進展し、既存の分野を融

合した新しい技術や考え方が次々と生み出され、社会に変化と多様性

をもたらしている。その中で生きていくためには、変化への対応力、

多様性への適応力が求められる。 

皆さんが船出する現在社会の動向 

世界経済では米中貿易摩擦の激化が懸念されるなか、欧州においても英

国のEU離脱を控えた不透明感の高まり、更にはイタリアの財政不安など

も加わり、これまでおだやかに拡大を続けてきた世界経済に陰りが見え始

めている。 

国内では、地震、台風など大きな自然災害に見舞われ、海外需要に支え

られ、景気は引き続き回復基調をたどり、上場企業の上記決算では、多く

の企業が純利益で過去最高を更新。2019 年 3 月時の業績予想では、米国

の保護主義政策の世界的な広がり、中国経済の減速、原材料価格の上昇や

労働力不足に対する懸念から慎重な姿勢を見せる企業が多く、直面する経

営リスクへの対応が問われてくる。 

そのような中、わが国の経済状況はこの1月からマイナス成長だと見直

しがかけられた。 

 県内では、リーマン・ショックから 10 年が経ち、輸出型製造業の占め

る割合の高い静岡県では製造品出荷額は 10 年前の水準にはまだ戻らない

が、リーマン・ショック後の急速な円高にものり、これまで海外進出は考

えることもなかった県内中小企業が生き残りをかけ海を渡り、グローバル

な市場を舞台に大きく成長した。また、県内に残った内需型産業もコスト

削減、生産性向上、医療関係も行政のサポートを得て成長し、景気回復を

牽引してきた。 

 AI や IoT などに象徴される第 4 次産業革命がもたらす技術革新が、経

済や社会の在り方を大きく変える「大きな転換期」を迎え、今後へ向けて

それぞれのビジネスシーンにおいて時代が求める新しい価値を創造してい

く「新たなビジネスモデル」構築が求められている。 

 

本学で身に付けた専門知識・技術、技能だけでは、この社会ではそ

んなに長持ちしない。常にブラッシュ・アップし続けることが必要だ。 

社会が求める人材 

資源が乏しい我が国は、超少子高齢化、人口減少に伴う労働力人口

の減少、「人材」の育成と確保こそが、今後の経済成長や国際競争力、

地域の産業振興を決定づける最大の要因となり、 

① 産業構造の変化に対応「実践的な職業能力を有する人材」  

② 将来にわたり「付加価値を創出する質の高い人材」、 

③ 労働力のグローバル化が進展するなか「国際的にも高く評 

価される専門知識･技能を有する人材」 

などの社会基盤を支える「ヒトづくり」が急務といわれる。 

 

 

本学の教育 
このような時代において本学の教育は、如何に社会の人材ニーズを

的確に読み取り、社会が期待する人材育成に応えていくかを使命とし

ている。 

 本学では「全人教育」を根幹として、「建学の精神」である創設者の

教育理念を継承し、「パイオニア(開拓者)の精神を基調とし、益々高度

化する現代社会の変化に対応、更に試行錯誤の中からクリエイティブ

な精神を培い、独立自尊以って広く国際社会に貢献する人格の形成を

重点とする。」また、「校訓」：「技術は力なり、我は我が道を行く。How 

to 人間でなく、Why人間の育成」を指導目標にして、その上に、「社

会に出てから困らない教育」：社会人基礎力に問題解決能力と専門性を

身につけた人材育成を目指し、学生たちが職業人として、真の技術の

スペシャリストであるとともに、人間性豊かで、「日本人としてのアイ

デンティティ」を持った21世紀を担う社会人として、時代に即応した

ICT 化、超少子・高齢化、人口減少、グローバル化時代に通じる職業

人の育成に尽力してきた。 

 その結果、創立以来就職決定率 100％を誇れるのも、当学園の教育

内容に対する社会的評価といえる所以であると自負し、専門学校創立

以来32年、すでに5,000名の有様なる人材を社会に送り出し、今年も

就職決定率100%があと一歩まできた。 

学校生活 

卒業研究・ゼミ成果・ケアスタディ発表会 2月22日開催 

発表会においては、各校、各学科、各コースの特性を大いに活かし、

「時代に即した、将来に向けた研究テーマ」が設定され、研究に携わ

った一人ひとりの個性と知識・見識を集結し、試行錯誤の中からプレ

ゼンの完成度を高めた。この研究を通して、クリエイティブな精神を

より培い、まさに本学の「建学の精神」の具現化を図った。最終公開

プレゼンでは、「産学連携教育プログラム」や「施設実習」、「ボランテ

ィア活動」、「卒業研究」等でお世話になった最先端 ICT 業界人や介護

実習指導者、幼児教育・保育実習指導者、学校近隣の方、保護者の方

等の前で堂々とプレゼンテーションし、プロの方 (々卒業生含む)から

高い評価をいただいた。この機会は、今後益々高度化する現代社会で、

スペシャリストとなる皆に求められるものを創造する難しさを痛感す

る機会となり、自らの力を見つめ直し、社会に一歩を踏み出す大きな

「自信」につながる大変有意義な機会となったはずだ。 

電子は、「モノづくり」の醍醐味を痛感する完成度の高い研究内容で

あり、制作プロセスやターゲット設定がよく、コンテンツとの整合性

も高く、プレゼンもポイントを押え、「付加価値」創造につながる研究

発表がなされた。 
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そのような中でも、今年も 1 年生のゼミ成果発表が内容は勿論、発

表態度、質疑応答の自信を持った対応といい次年度に期待を持たせて

くれるプレゼンで、また今から来年度が楽しみだ。 

 また、福祉でも「時代に即したテーマや背景が色濃く反映」され、

そのプレゼン技法にも創意工夫が見られ大変感激させられた。各学科

ともこれまでの学びの姿勢や探究心に満ち溢れ、それぞれの職業観が

よく表現され、来賓も教職員も「若い感性」による上達したプレゼン

に称賛の拍手を送った。 

また、この機会で得られた「緊張」と「失敗」は我々の成長への「肥

やし」となることを知って欲しい！ 

 そして、今後も研鑽重ね、「自信」と「誇り」を持ち、「スペシャリ

スト」としての道を切り拓いていただきたい。 

残してくれたみんなの集大成は、本学の貴重な財産である！！ 

プレゼンを通しての高評価は、学生だけに留まらず、我々教職員に

も大きな「自信」となり、これからの学生指導への大きな「励み」と

なった。 

この成果は次年度に継承され、今年度以上の大きな成果を期待する

ところだ。 

特に、電子の「産学連携プログラム」や「コラボによる付加価値創

造につながるレベルの研究」、福祉においては「地域に開かれた専門学

校」に基づく「ボランティア：地域活動」等の後輩への継承を強く期

待する。 

 

海外研修・修学旅行 

海外研修・修学旅行は専門学校静岡電子情報カレッジは ICTやエン

ターテイメントのメッカ、アメリカ西海岸シリコンバレーとハリウッ

ドで、グーグル、アップル、インテル等をはじめとする世界有数の IT

企業本社やパラマウントフィルムズスタジオ、ユニバーサルスタジ

オ・ハリウッドで映像・音響の最先端テクノロジーとエンターテイメ

ントのパワーに圧倒されたことでしょう。 

静岡福祉医療専門学校は多民族社会における医療・福祉、教育分野

における先端の地ハワイとグアムで、多民族文化や伝統に触れ、また、

ハワイ・グアムの大学生との交流セミナーにおいて、国際的視点に立

っての有意義な研修を積むことができ、貴重な体験をさせていただい

た。 

必ずや今後のグローバル社会の中で大いに役立つ経験であり、日本

の良さを強く感じ、友人との絆もより深まり、よき思い出となったこ

とだろう。 

 

 

学生会活動  

 総合福祉学科 3 年望月亜純さん、役員として 3 年間及び今年度は会

長として有難う、また支えてくれた他の役員もご苦労様でした。お陰

様で大変充実した学校行事で、さぞかし学生間の絆が高まったことで

しょう。 

また、成功裏に開催された平成最後の我道祭、テーマ「紡(ﾂﾑｷ )゙：仲

間とともに描く青春」。装飾からイベント内容に第一ひかり幼稚園児た

ちも大喜びでした。 

そして、春・秋季スポーツ大会：バスケット、バレーボール、ドッ

ジボールと仲間と一緒にいい汗かいた達成感と爽快感。 

また、文武両道を目指す運動部。対外戦績は、静岡県専門学校大会

でバレーボール部はリベンジならずの男子3位、女子入賞。サッカー、

野球部も同様に入賞。今年も頑張りました！ 等 

 

まとめ 

さて、I was born.Keep alive.「人は、生まされ、生かされている」、

「人は誰もが、無限の可能性を秘めている」 ゆえに、 

「日本人としてのアイデンティティを持ち、仕事を通して自己実現を

図る」と職業教育を熱い心で教え、「人づくり 60 年」の生涯教育者で

あった本学園創設者の教えを卒業後の社会生活の中でも活かし、「りっ

ぱな日本人」になっていただきたい。  
 

これから社会に出ても、本学の教えである、常に何事に対しても、

日 「々前向きな気持ち」を忘れずに、「試行錯誤」の中から「自己実現」

を図り、「これだけの事をやったんだ」という「自信」と「誇り」を持

って、君たちの時代を築いてください。 
 

また、皆さんが人生の中で困難に直面し、試行錯誤のうえ、立ち止

まった時には、気楽に本学に戻ってきて下さい。本学は皆さんが戻っ

てきて、社会にリ・スタートできる基盤となるべく準備をして待って

おります。 

そのためにもスペシャリストとしての卒業生の皆さんの力で、本学

の実践的職業教育「人づくり」活動を社会から支えて頂きたい。卒業

生の皆さんは今後も本学をよりよくするための大切な人的インフラで

す。これは、卒業生だからこそできることなんです。 

そして、たまには学校に寄って、元気な顔を見せて下さい。 

近況報告を楽しみに待っております。 
 

それでは、健康には十分留意され、 

 君たちの新たなる旅立ちに、心より幸多きことを祈る！ 

Bon Voyage！ 

先生方からのメッセージ 

教頭・教育部長 有賀 浩 

卒業おめでとう！ 

 この 2 年間、日々感動の連続でした。イメージやアイデアが形作られ、

動き、それが人を喜ばせる・楽しませる・感動させる。まさに「ものづく

りの醍醐味」を目一杯味わわせてもらった、そんな気がします。心から感

謝しています。 

 時代の流れは一層スピードアップ。昨年のトレンド・キーワードは既に

当たり前、鄙びた感じさえ漂う。そんな時代にあっても大切なことは「新

たな付加価値」の創造。自らの手で作り上げた「もの」に命を吹き込まな

ければ競争に勝つことはできません。 

4 月からプロフェッショナルとしての人生を歩み始める卒業生の皆さん。

如何なる時代にあっても、本学の「全人教育」を通して身につけた、元気

よく笑顔で心から湧き出す「挨拶」で、明るい未来を築き、大きな幸せを

も創造して下さい！ 

 いつまでも夢を失わず、確かな信念と技術を人生の軸とし、校訓「技術

は力なり、我は我が道を行く」、仕事を通して常に自己を成長させて行って

下さい。 

 みなさんの笑顔に再会できる日を楽しみにしています！ 

 

進路室長 橋野 幸男 

サッカーのFC バルセロナ（スペイン）で選手・指揮者として活躍した

J.グアルディオラ（Josep Guardiola i Sala ）の言葉を紹介します（A.マ

ルティン『大切なことはみんなピッチで教わった ～名将グアルディオラ 

58の教え～』から）。 

 ― 私の仕事をこなせる人間は、ほかにもたくさんいると思う。この自

分を選んでもらったことが、私の唯一の手柄だ。― 

 ― いちばんためになった『教材』は、ほかでもないスポーツだ。敗北

を受け入れ、相手のほうが優秀だと認め、失敗のあとに立ち上がり、

もっと上手になろうと努力し、仲間に負けることも、監督にベンチに

いろと言われることも、私は学んだ。… スポーツを見ること、する

ことによって、私はすべてを教えられた。― 

 謙虚さ、揺るぎない「自分の軸」や、類い稀な一途さゆえに、現在も欧

州サッカー界で輝き続ける人物の言葉です。 

   さて、「人生100年時代の働き方」として議論されているように、長寿化

によって働く期間が 50～60 年と長くなる一方、市場の成熟化やテクノロ

ジーの進化に伴い、仕事や会社の寿命は短くなっていく … 。このような

社会で皆さんは、大きな「キャリアの転機」を幾度となく経験する、つま

り、次代のキャリアは「ワン・サイクル」から「マルチ・サイクル」へと 
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変容するでしょう。皆さんが向かう道は、平坦でも真っすぐなものでもあ

りません。 

それでも皆さんが、本学で歩み始めた「自己実現」の人生を、今後取り

組むこと・出会うことのすべてを「教材」として、それぞれのスタイルで

前進されると確信しています。 

 

ゲーム応用学科・ロボット創造学科 担任 中村 健太郎 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。 

みなさんがここまで成長することができたのは、みなさんの努力の賜物

であることは言うまでもありませんが、時には優しく、時には厳しくご指

導して下さった先生方と、ご家族をはじめ周囲の方々の温かい愛情のおか

げであることを忘れないで下さい。 

卒業後、みなさんは社会へ羽ばたきます。県外に出て一人暮らしを始め

る方もいるでしょう。今までとは全く違う困難にぶつかることもあると思

います。どうにもできないそんな時は、少し休むことも必要です。 

また、学校や先生方に連絡を入れて貰えれば何か力になれるかもしれま

せん。本校で学んだことに自信を持ち、卒業後も自分を磨く人であって下

さい。そして、成長した姿をまた見せてください。期待して待っています。 

 

  

 

映像・音響デザイン学科 担任 五味 正太郎 

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。 

社会に羽ばたいていく皆さんには期待でいっぱいの人も、不安でいっぱ

いの人もいるでしょう。きっと来年度は学生と社会人の違いを大きく感じ

る1年になるかと思います。壁にぶつかり、心が折れそうな時には、二年

間、三年間という学生生活の中で助け合ってきた仲間を頼ってください。

同じように、学校の先生も助けてくれます。これは皆さんがこの学校で手

に入れた大きな財産です。 

また、社会人になっても今の様に「本気で遊ぶ」ことを忘れないでくだ

さい。遊びに本気になれない人は仕事でも、それ以外でも本気で取り組む

ことができません。あらゆることに本気で取り組んで、人として成長した

姿を是非とも見せてください。また会いましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

総合福祉学科３年 担任 山田 英介 

 ご卒業おめでとうございます。お互い面識も薄く、今まで関わる接点も

ほとんどない状態でスタートした担任業務でしたが、早1年・・・。温か

く受け入れていただき、自分達で考え行動できる姿にいつも助けられまし

た。無事に卒業を迎えられること心より嬉しく思っています。これから全

てが自己責任となり、学生生活とは全く違う生活が始まります。中村学園

で学んだこと、出会った友達は財産であり、各教員との巡り合わせも運命

だと思います。    

 壁にぶち当たることも多々ありますが、その都度原点である中村学園を

思い出し、自己実現に向け益々精進してくれたらと願っています。これか

らも福祉に携わる同志として、いつでも声を掛けてきてください。今後の

活躍を期待し、また会える日を楽しみにしています。 

 

介護福祉学科２年 担任 石田 麗 

ご卒業おめでとうございます。 

学校での学び、現場実習にボランティア…数多くの経験が大きな成長に

つながったのではないでしょうか。自らの経験は勿論ですが、家族、仲間、

関わったすべての人たちとの時間が今のあなた達の成長につながっている

ことを忘れないで下さい。 

さぁ、いよいよ4月から夢見た世界に一歩を踏み出しますね。これから

の数多くの人と出逢い、関わりを持ち、命や人生の重みと向かい合ってい

くみなさん。責任や重圧に潰れそうになることもあるでしょう。でも大丈

夫です。みなさんはしっかりと学びや経験を重ねてきているから。謙虚な

姿勢、他者への感謝を忘れず…社会で活躍して下さい。 

みなさんの幸せを心よりお祈りしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども心理学科 ３年担任 井上 充子 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。胸を張って笑顔で旅

立つみなさんをとても誇らしく思います。 

みなさん自身の努力もさることながら、共に励まし合った仲間やみなさ

んを取り巻くすべての方々に支えられてこの日を迎えたことを忘れないで

ください。これから社会人となるみなさんの行く道は順風満帆とはならず

険しく厳しいことも多いでしょう。まずはなんでも一所懸命やってみまし

ょう。結果は後からついてきます。一所懸命やっている姿は、周りの皆が

見ています。いつかそれが認められ、新たなチャンスにつながり、そこで

頑張ればまた次のチャンスにつながります。そこからきっといい結果が訪

れます。 

本校で体得した豊かな知識と技術を自信に繋げ、自己実現を目指してく

ださい。 

今後のみなさんのご活躍とご健闘を心よりお祈りしています。 

 
医療情報秘書科学科長 ２年担任 冨田 順子 

ご卒業おめでとうございます。いよいよ社会への第一歩を踏み出す時と

なりましたね。これからの人生、たくさんの人との出会いと通して、いろ

いろなことを感じ、学びそして影響を受けながら年を重ねていくことにな

ります。迷ったり、自信をなくしたりするときもあるかと思いますが、決

して自分を見失わないで、まず、自分の力を信じてみてください。お互い

に、より一層輝ける日が来るように頑張っていきましょう。皆さんの今後

の活躍を楽しみにしています。 

 

視能訓練士学科 担任 佐野 智久 

ご卒業おめでとうございます。 

視能訓練士になるために1年という短い期間の中で、半年の授業、3か

月の臨床実習、それからの国試対策、そして本番の国家試験。もともと社

会経験のある皆さんが、学業を通して視能訓練士という今までとは違う世

界を垣間見たと思います。 

卒業後に、眼科に就職するということになりますが、今まで身につけた

知識を活かして、そして、臨床の世界では、まだまだ実習でも出会ってい

ない症例などがたくさんあると思います。 

そこでの経験からまた学び、自分の糧にして成長していき、いろいろな

方から頼られる視能訓練士になることを楽しみにしています。 
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