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◆平成 31年度（令和元年）を迎えて 
             学校法人中村学園 

             専門学校静岡電子情報カレッジ 

             静岡福祉医療専門学校 

               理事長・校長  中村 徹 

 

平成 31 年度、平成元号最後の 4月、来月 5月からは新元号「令

和」となる節目の令和元年、桜花爛漫の良き日に専門学校静岡

電子情報カレッジ 34 期生、静岡福祉医療専門学校 22 期生の入

学、また進級した学生諸君、おめでとうございます！！ 

今年は急に温かな春が来たと思いしや、冬に戻ったような寒

い日も続き、静岡市の開花宣言も例年になく遅く、三寒四温の

この時期、体調管理には十分に留意し、有意義な学校生活を送

っていただきたい。 

 

さて、学生の皆さんはこの 4月就学に当たり、しっかりした

「目標」を立て、学校生活においては学業を通して、日々の努

力から「自己実現」を図るんだ、という強い心構えを確認しな

ければならない時期なのです。 

そして、新入生は今までの学校生活では義務教育的に与えら

れた勉強から、これからは本学に提供される「学びの場」で、

自分自身の意志と意欲で「自ら学ぶ」のだ。学内環境では講義、

演習、実習などで、試行錯誤の中からそのプロセスを学び、学

外では「産学連携教育プログラム」でインターンシップ、ゼミ

ナール、施設実習・臨地実習、卒業研究、ケアスタディなどの

プログラムからも「こだわり」を持って、「自ら考え、カタチに

すること」を身につけるのです。 

これが社会に出てからの問題解決や壁を乗り越えることので

きる皆の「底力」となるのです。 

要するに、学校生活を有意義におくり、「なりたい自分になる」

ためには、この時期に自己の「キャリアデザイン」のイメージ

を確認し、この具現化を図るために、「こだわり」をもって、「自

らが学ぶ姿勢」にかかっているのです。 

 

１．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ｲ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。 

2045 年問題：AI が人間の知能を超えるといわれている。 

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。 

 

２．本学の教育  今年度も就職決定率 100％を目指す！ 

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いる。 

 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 33 年、すでに 5,000 名の有様なる人材を社会

に送り出している。 

 

 ゆえに、専門学校静岡電子情報カレッジでは、IoT, クラウド・

コンピューティング時代の先端スキルを産業界との教育連携に

より、「インターンシップ」や「産学連携プログラム」等の「企

業人との交流」を通して、「社会人基礎力」はもちろん、「企画

力」、「本筋を見抜く洞察力」、「統合力」、「問題発見・解決力」

などの素養を身につける機会を教育プログラムに取り込んでい

る。 

また、静岡福祉医療専門学校では、少子・超高齢化社会の人

材ニーズに応え、学科・学年ごとにテーマを決めた「施設実習」、

「ボランティア活動」を通して「職業観のイメージ付け」や身

に着けなければならない「社会人基礎力」に「専門スキル」を

自らが認識できる教育プログラムを構築している。 

これが専門学校静岡電子情報カレッジ、静岡福祉医療専門学

校が創立以来就職決定率 100%達成と誠に喜びに堪えない快挙で、

本学の誇りとするところだ。 

 

３．社会が求める人材像 

 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

力人口の減少となる中で、そこに働く人材にはより高度な職業

能力が求められる。 

そこで、「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できる「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」が急務といわれている。 

 
4．学校生活に確固たる目標を持て！ 
皆が学ぶこのキャンパスは、極めて恵まれた環境にある。JR

静岡駅南口から徒歩数分、通学やアフタースクール等、学校生
活の範囲を広げるのに便利な立地条件だけでなく、学内ネット
ワークや諸処の最先端施設・設備、バリヤフリーキャンパス。
この中で「友情を育み」、「なりたい自分になる」という素晴ら
しい目標達成に向けての努力に期待する。 
創立者の教育理念である高い理想に基づく「挨拶を基調とし

た全人教育」は、本学園教育の根幹をなすものです。学校生活
においては「学習を通じて」、社会においては「仕事を通じて自
己実現」を図るという教えをしっかりと身につけ、このような
教育理念を掲げる本学で学ぶことに「誇り」と「これだけのこ
とをやったんだ！」という「自信」を持って就職活動に、社会
に己を売り込んでください。 
 

5．本学は職業教育 66 年の歴史と伝統を持つ実践的職業高等教
育機関 
 本学は昭和の戦後復興の中、この静岡の地において昭和 26年
「手に職をつけたい」という女性の強い要望に応え、服飾分野
の職業教育機関として創設者中村忠雄先生が中村技芸専門学院
(静岡服飾専門学校)を設立。本日まで実践的職業教育一筋に 66
年に亘り、地域に有用な人材を輩出し、長い歴史と伝統を持っ
た職業人育成の高等教育機関です。 
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(1) 専門学校静岡電子情報カレッジ 

専門学校静岡電子情報カレッジは創立 34年、学校法人中村学

園がコンピュータ社会到来による人材ニーズに応え、昭和 61年

に JR 静岡駅南口徒歩約 3 分の南町 IT キャンパスに静岡電子専

門学校と専門学校静岡スクールオブビジネスを設立。平成 3 年

に静岡県内初のインテリジェントキャンパスを設置し、平成 4

年通信衛星 JC-SATⅡによる双方向性通信衛星教育システム等の

最先端 IT教育環境を構築。インターネット時代となり平成 9年

学内イントラネットとマルチメディア工房を設置した県内初の

マルチメディアキャンパスに本館(南町キャンパス)を改築。あ

わせて、両校を統合して現在の「専門学校静岡電子情報カレッ

ジ」が誕生。平成 31 年度は「システム系 IT ゲーム＆ロボット

システム学科およびエンタメ系音響＆映像メディアクリエイト

学科」を設置。創立以来 33年間の ICT、デザインの専門特化さ

れた知識・技術、技能の教育に他分野の付加価値を融合し、新

価値を創造する先端的な教育システムを先取りし、社会の人材

ニーズに応えている。 

(2)静岡福祉医療専門学校 併設保育園キッズハウスひかり 

静岡福祉医療専門学校は創立 21年、超高齢化社会に対応した

「質の高い福祉・医療の人材づくり」と、平成 10年静岡駅南口

徒歩約 5分のバリアフリー森下町キャンパスを新築し、厚生労

働省介護福祉士養成施設として認可された「介護福祉学科(2年

制)」と医療事務系の「医療情報秘書科(2年制)」を設置して静

岡福祉医療専門学校を新設。さらに、平成 14年には少子高齢化

社会の人材ニーズに応え、静岡県内初の修業年限 3年間で介護

福祉士の課程を履修したうえに、社会福祉主事、社会福祉士・

福祉レクワーカーの課程を併せて履修し、介護系と社会福祉系

の国家資格に福祉レクワーカーの資格の取得を目指す画期的な

「総合福祉学科(3年制)」を新設。また、待機児童問題解消に

伴う「保育園・幼稚園、児童養護施設、認定こども園」等にお

ける保育士不足という社会的人材ニーズに応え、豊岡短期大学

との教育連携により平成 21年度保育士および幼稚園教諭、社会

福祉主事の国家資格等の取得を目指す「子ども心理学科（3年

制）」を設置。そして平成 29年度指定保育士養成施設として認

可。また、身近に子どもたちに寄り添える環境として学内付帯

実習施設として平成 23年 10月に「子育て支援キッズハウス（託

児所）ひかり」を南町キャンパスに設置。平成 29年 4月「子ど

も子育て支援新制度」施行と静岡市の要望により、託児所から

認可小規模保育園に移行し、「保育園キッズハウスひかり」とな

る。そして、平成 30年 4 月静岡県眼科医会からの要望に応え、

厚生労働省視能訓練士養成施設、静岡県内初「視能訓練士学科

(1年制)」を新設。 

(3)姉妹校第一ひかり幼稚園、併設保育園キッズハウスよいち 

昭和 46年静岡市葵区与一 5丁目に学校法人中村学園と第一ひ

かり幼稚園新設、昭和 47年開園。また、待機児童対策としての

静岡市の強い要望により平成 30年度併設保育園「キッズハウス

よいち」を新設。子ども心理学科の研修・実習先、雇用先とし

て教育連携しながら地域の「子ども子育て支援」に従事してい

る。 

 

6．「職業実践専門課程」として文部科学大臣認定  

産学連携職業教育人材育成プログラムを構築 

 「職業実践専門課程」とは、「職業に必要な実践的かつ専門的

能力を育成する」ことを目的とした「実務に関する実践的、専

門的な能力を身に付けるための教育環境が整っている」課程と

して、平成 26 年 4 月より文部科学大臣認定課程を受け、「職業

教育水準の維持・向上」を図る職業教育人材育成プログラムで

ある。 

 これにより、専門分野に関する企業、団体、業界との協力体

制が確保され、関係業界と連携した実習・実技の授業がカリキ

ュラムに組み込まれ、学校全体で業界との深い連携体制を築き、

最新の実務知識を身に付けられるサポート体制や現在の雇用市

場では即戦力が求められ、現場で働ける力を身に付けることが

でき断然就職に有利！！ 

① 業界(企業や病院、施設など)と連携して職業に必要な能力

が身につく！ 

② 業界で実習・実技・実験などの実践的教育を受けられる！ 

③ 学校内の授業でも、業界の専門家が講師 

④ 業界との連携により、学校関係者による評価・情報公開を

実施 など 

本学の教育は、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る。 

 

7．地域に開かれた魅力ある専門学校づくり 

本学園は、複合化(複雑化・多様化)社会に対応すべく組織改

革、カリキュラムの見直し、設置学科の改組、学習環境の改善

等を実施し、平成 26年度からは卒業生たち等の社会人の「スキ

ルアップ」や「学び直し」の場としての教育環境を構築。 

平成 30年度に創設された文部科学省の新たな枠組み「キャリア

形成促進プログラム」に介護実務者研修と視能訓練士学科等の

社会人講座を配置。その受講に際し、厚生労働省専門実践教育

訓練給付制度の適用により、受講生によっては 20～40%の受講料

減免がなされる。 

また、本学のもう一つの教育目標である『地域に開かれた専

門学校』の活動として、病院・福祉等の「ボランティア」、「レ

クリェーション」等の活動において、地域の方々との触れ合い

を通して高い評価をいただいている。そして、地域ボランティ

ア活動やインターンシップ、全国的コンテストへのエントリー

等を通して「より地域に開かれた魅力ある専門学校づくり」を

積極的に目指している。 

 

8.「卒業生を囲む会」卒業生に感謝！！ 

電子情報は就職活動に既に入っているため 4～5月、福祉医療

は 5～6月に開催予定。卒業生が仕事の時間を割き、また、有給

休暇をつかって来校。在校生が各設置学科を代表する卒業生か

ら「学校生活上のポイント」や「職種毎の社会の現状」、「就職

活動のポイント」等の活きた指導を受け職業観、進路意識の高

揚を図ることと、また、教職員も「本学の指導内容に対する現

場からの助言」等を受け、その必要性に応じて学校生活、学生

指導に反映する。 

私たちは、卒業生の貴重な情報を今後の学校生活・就職活動

に活かすことで、大事な時間を割いて来校してくれた卒業生に

対する御礼とさせていただく。 

  

9．就職活動の面接指導：「己の人生を切り拓く就活！」 

 校長はじめ教頭、進路室長、教務課長、学科長、事務長等の

管理職を模擬面接官とした採用面接練習に臨むに当たり、事前

に、次のことをしっかり自分のものにしておくこと。 

① 己を知れ：今までの人生で、また今後、身につけることがで

きる「自分の売り」は何なのか、自分の就きたい職種につな

がるように纏める。 

② 相手を知れ：自分が就職を希望する会社、病院、施設等がど

んな組織なのかをとことん調査・研究する。 

③ 差異化を図る：私は他のエントリー者（求職者）と比較して

ここが違うんだ！ 

と自分を売り込む準備をしておく 

上記の 3つから自分のことばで「志望の動機」と「自己ＰＲ」

を創り上げる。 

そして、最後に「仕事を通して、自己実現を図る」と結ぶ。 
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④ その上で、「これだけやったんだ」という自信を持って、失

敗を恐れず、胸を張って、自らの可能性を信じて、元気よく

「若さ」で勝負！！ 
 

 “There is a will! There is a way!” 

「ヤル気になれば道は開ける」 
  

「成功する人」： 
①「感謝の気持ち」をいつでも表現できる人 
② 誰に対しても明るく笑顔を忘れず、気持のよい元気な
「挨拶」ができる人 

③ 物事を肯定的に考える（プラス思考）ポジティブな人 
④ 日々の生活が、将来を見据え、「明確な目的意識」を持

って行動できる人 
⑤ 豊かな感性を持ち、「想像・創造」することが上手な人 
⑥ 社会が評価する「スキル、アイデンティティ」を持った

人 
⑦ 人生のステージ毎に一人でも多くの「心の友」を持つこ

との出来る人 
⑧ 相手の立場に立った「コミュニケーション能力」を持っ

た人 
 
10.学校生活の集大成  
平成 30 年度卒業研究・ゼミ成果・ケアスタディ発表会  

                 平成 31年 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、
スペシャリストに求められる「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。 

そのような中でも、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だった。 
 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。 

 
残してくれる集大成は、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」となる。 
この成果は継承され、今まで以上の大きな成果を期待する。 
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。 
 
11．海外研修・修学旅行  

   ICTの進展によるボーダーレスの国際化。世界市場という中で、

「文化と価値観の違い」を学生が体験し、グローバルな志向性、

先進的な専門知識や技術を身につける。 

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

ターテイメント性の見聞を広める。 

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、貴重な体験や、ハワイ・グアム大学の学生との交流セ

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

とができる。 

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め、よき思い

出をつくる。 

 
 

12．新入生御殿場宿泊オリエンテーション 
「なりたい自分になる」ために本学の学生としての心構えの

徹底と一人でも多くの「心の友」をつくることを目的とする。 
 本学の「全人教育」と「よりよい就職をするために」の具現
化に向け、本学への入学目的を確認しあい、その達成を誓い合
う。この成果を、目的達成のために学校生活を送り、しっかり
と形にして、「これだけのことをやったんだ」という「自信」と
「誇り」につなげる！ 
 また、人生における人的財産となり、お互いに切磋琢磨でき
る「心の友」を、この専門学校生活の中で一人でも多くつくり、
「友情を育み」大切にしてほしい。 
「朋友は 我が喜びを 倍にし、悲しみを 半ばにする」 
 これからの君たちの日々の生活が、「感動」を求め、「充実感」、
「達成感」ある生活であることを期待する。 
 
13．新入生保護者様 後援会入会にあたり 

平成 31年度新入生の保護者様、本学園後援会にご入会いた
だきありがとうございます。 
本学後援会は、後援会会則にもありますように、「学生に、

より充実した学生生活を送ってもらう」という目的のもと、
本学の教育と研究の両面で、就職活動をはじめ学生各種活動
補助、入学式・卒業式に際しての援助、教育・研究環境整備
への補助、専門職業教育学会への参加、産学連携・学校連携
等に関する支援など、多大なご尽力をいただいております。 
ついては、学校と家庭の両輪で、学生たちを胸張って社会

へ送り出すため、今後も本学園の教育内容をご理解いただき、
ご協力をお願い申し上げます。 

                                 
これからの皆さんの人生に、 

”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中村忠雄学園長の教え

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。  

 

以 上  
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『平成 31 年度の指導方針について』 

教頭・教育部長 有賀 浩 

 建学の精神、校訓を根本とし、「明るい笑顔で元気のよい挨拶を

基調とした全人教育」、そして「勉強と仕事を通して自己実現を図

る」こと。グローバル社会を生き抜く為に「日本人としての自信と

誇りを持ち、確固たるアイデンティティを確立する」こと。これら

本学における職業教育の土台となる教育理念（創立 30 周年を超え

てなお不変である）を確と心に据え、夫々の学校・学科・研究・専

攻・コースにおいて、社会人基礎力の上に目標とする職業に必要な

スキル・資格を積極的に修得、各自が目指す職場、職種への就業を

果たすことが、専門的職業教育のための高等教育機関としての本学

の役割だ。生涯学習機関として卒業生や社会人（在職者、離職者）

等を対象としたリカレント教育、小中学生に対する専門的職業の紹

介やそのイメージづけのためのイベントにも対応する。 

 学科ごとに異なるが、修業年限という限られた時間の中で「人財」

となるために、まず一日も早く職業観を養い、就職という目標を明

確化しよう。そのためには本学が最も力点を置く『産学連携教育プ

ログラム』＜産業界・福祉・医療・子ども・教育等、各分野との密

接な連携による実践的・体験的な職業教育＞により、企業人・現場

スタッフ、時には卒業生からも直接指導を受け、関わり合うことで、

キャリアイメージを明確化する。更に各自の就職目標達成に向けた

学びに対するモチベーションを高める。そしてこの貴重な経験を通

して見つけた課題を持ち帰り、アクティブラーニングを活用した学

内での学びで解決を目指す。 

「創意進取の研鑽」を重ね、試行錯誤を通じ、「クリエイティブ

な精神」を大いに培う。そして将来プロフェッショナルとなった後

も、それぞれの就職先で「現代社会の変化に対応」して積極的に動

き、自ら課題を見つけ解決する力量、高い付加価値を創造する力量

を伸ばすこと。校訓「技術は力なり 我は我が道を行く」ために必

要なこれらの "力" のベースを、修学期間中に一つでも多く身に付

けよう。 

 両専門学校共に文部科学大臣から認定されている「職業実践専門

課程」としての責務も果たさなくてはならない。各界のプロフェッ

ショナルや専門分野で豊富な経験を積んだ卒業生を中心に構成す

る学校関係者評価委員会、教育課程編成委員会を基軸に、我々教員

も多くのチャネルを駆使して研鑽を重ね、斯界のニーズを的確に反

映したカリキュラムの構築と教育を実践する。今年度はまた、本学

が実施する社会人向け講座や視能訓練士学科を文部科学省の新た

な枠組み「キャリア形成促進プログラム」として位置付けていく。 

 また本学ならではの「ICT（情報通信技術）・エンターテイメン

ト」×「福祉・医療・子ども・教育」による共同研究開発、永年継

続して地域から高く評価されている地域活動・ボランティア活動も

一層充実させる。 

 専門学校での高度職業教育は「中核的人材の育成」についても大

きな期待が寄せられている。今年度も文部科学省委託事業（全国の

専門学校・企業・業界団体・学識経験者とのコラボレーションによ

る教育システム・カリキュラム構築、教材研究開発並びにコンテス

ト等のイベント開催等）とその普及に本学も参画する。 

 超少子高齢化、人口減少、そして第 4 次産業革命という環境の下、

「キャリアイメージを常に持ちながら質を高めていけるプロフェ

ッショナル」になるための着実な教育を実践し、その成果として優

秀な人材を世の中に輩出する一年としたい。 

 
＊「職業実践専門課程」 
 専修学校の専門課程であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成

することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能につ

いて組織的な教育を行うものを、「職業実践専門課程」として文部科学大臣が

認定して奨励することにより、専修学校の専門課程における職業教育の水準の

維持向上を図ることを目的とするもの。平成 26 年度より新設された。本学園

が設置する両専門学校とも認定を受けている。 
 

＊「キャリア形成促進プログラム」 
 専修学校の専門課程又は特別の課程であって、職業に必要な実践的かつ専門

的な能力を育成することを目的として、職業に係る実務に関する知識、技術及

び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励する

ことにより、社会人の職業に必要な能力の向上によるキャリア形成を図る機会

の拡大に資することを目的とするもの。平成 30 年度より新設された。 

 

≪専門学校静岡電子情報カレッジ≫ 
分野別教育方針 

電子・情報系学科長 有賀 浩 
 

＜学科の再編について＞ 

専門学校静岡電子情報カレッジでは、産学連携教育プログラムを

基軸として、時代に即応するための『専門的スキル』とコミュニケ

ーション能力を土台とした『社会人基礎力』をダブル養成していま

す。 

IT システム分野では産業界から求められるスキルが多様化、そ

の一部は一段と高度化してきていることを踏まえ、より柔軟に対応

するため、ロボット、ゲームをシステム系の 1 学科として統合し、

カリキュラム全体を再編しました。ロボット、ゲーム IT スペシャ

リストの要素を加えた「3 研究分野」として定義づけ、それを基本

としたカリキュラムで全体を構成、学生個々が研究分野を選択履修

することで、パーソナリティや能力に応じてスキルアップし、目指

す分野への就職を目指します。 

 エンターテイメント分野では、デジタル技術の進化に伴い、コン

テンツ制作、イベント制作等、クリエイティブな業界が大きく様変

わりしている今、時代に先駆けて活躍できる人材を育成するため、

カリキュラム全体を再編。高度化・多様化するデジタルコンテンツ

分野の人材ニーズや学生が目指す多様な職種で求められるスキル

に柔軟に対応します。学生個々が研究分野を選択履修することで、

パーソナリティや能力に応じてスキルアップ、それぞれが求める分

野への就職を目指します。 

 

＜システム系＞ 

・IT ゲーム＆ロボットシステム学科 
（ロボットシステム研究、ゲームシステム研究に IT スペシャリスト研究） 

・ロボット創造学科  

・ゲーム応用学科 
 

今、政府は地方創生関連施策の 5 か年計画「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」に、AI や IoT、５Ｇなど最先端技術の活用を盛り

込む方針です。その応用分野は企業から一般家庭にまで急速にすそ

野を広げつつあります。 

 本学が開校以来培ってきた「組込み技術」「システム設計開発」

の教育ノウハウを IT、ゲーム、ロボット分野に拡大。「ゲーム」「ロ

ボット」自体を高度なコンピュータシステムの一つとして捉え、そ

の設計・開発に必要なスキルを養成します。リアルタイム性、高度

な画像処理、複雑な多重処理に加えて AI の活用と、求められる技

術はたいへん高度なものです。これらを習得するためには、産業界

のサポートによる「産学連携教育プログラム」が欠かせません。短

期・小規模なものから実践的に開発を繰り返すことで、徐々にレベ

ルアップを図ります。経験値も上がり、振り返った時に自らの成長

ぶりに感激することでしょう。 

 こうして身につけられたスキルで全国レベルのコンテストに挑

戦。昨年度以上の成績を目指しましょう。そして自らが目標とする

業界・職種を明確にし、「就職」という夢を実現しましょう。 
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学校法人 中村学園 edior 藪﨑 

 

＜エンターテイメント系＞ 

・音響＆映像メディアクリエイト学科 

（音響エンタメ研究、映像メディア研究） 

・映像・音響デザイン学科 

（映像デザインコース、音響デザインコース） 
 

IT 基本技術・社会人基礎力を土台として、映像、アニメーショ

ン、音響、音楽、エンターテイメント分野の実践に即した授業内容

で最先端の技術や知識を修得します。「産学連携教育プログラム」

では、関連企業や団体とタッグを組んで、テレビ CM 制作、学生

グループによるライブイベント企画・運営、ラジオ番組・CM 制作、

デジタルサイネージ用コンテンツ制作、Web デザイン等、様々な

クリエイティブな活動を実践。マスメディア、インターネットを通

じて多くの方々に見聞きして頂けるコンテンツ制作を行います。ク

ライアントとのミーティングも体験し、コミュニケーションを含め、

大いに経験値を高めて、即戦力となる人材を目指します。これらの

活動を通じ、世間からも、プロからも評価を頂き、その結果を省み

て、レベルアップを図る。まさに PDCA サイクルですが、これら

を在学中に一つでも多く経験しましょう。 

 この分野で特に求められるのはセンス。その養成にはコツがあり

ます。日本では古来より武道や芸術の世界で師弟関係を「守破離」

という言葉で表してきました。始めは先人達の作品に触れ、模倣す

ることから始めます。彼らがその中にどんな思いでどんな技術を注

ぎ込んできたか、やがて理解できるでしょう。そこから独自の感性

を積み上げていくのです。若きクリエイターの力を結集し、明日の

日本をデザインしよう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪静岡福祉医療専門学校≫ 
🌼総合福祉学科「育つ自分」が見える３年間！ 

学科長 磯野 博 

 新入生の皆さん、入学おめでとうございます。まずは皆さんとの

出会いに感謝します。 

 入学式を迎えた皆さんの胸中はいかがなものでしょうか？大き

な期待と少しの不安で一杯のことでしょう。しかし、敢えて断言し

ておきます。大丈夫です。皆さんには本学 30 年の歴史と 5,000 人

の先輩たちが付いています。そして、校長先生はじめ教職員の方々

が常に皆さんのことに心を砕いて下さっているのです。 

 皆さんが福祉・介護の道を志されたことも極めて懸命な判断でし

た。この道は、多少の坂道や曲がり道もありますが、真面目にコツ

コツ歩んでいけば必ず報われる道なのです。利用者さんや家族から

感謝され、自らが他社によって生かされている＂I was born keep 

alive”ことを常に実感しつつ、「果て無き自己実現」を追及できる

道なのです。自信と誇りを持ってこの道を一緒に歩んでいきましょ

う！ 

 いうまでもなく、本学は高度専門職を育成する職業教育機関です。

学内での座学に加え、学外での演習や実習を他校より多く取り入れ

ています。特に４回の介護福祉実習と２回の相談援助実習は皆さん

を成長させてくれます。 

 徹底した個別指導による実習事前学習を踏まえて実習に入り、実

習中は実習指導者と実習巡回教員が熱心に皆さんを導いてくれま

す。そして、実習後は個別面談による実習の振り返りを行ったうえ

で実習の成果をクラスメイトや先生方に報告してもらいます。この

ような Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）

といういわゆる PDCA サイクルにより、実習を繰り返すたび、皆

さんは自らが成長していく姿を実感することができるでしょう。 

 皆さんの未来は光輝いています。本学で出会った「心の友」とと

もに、若い力で、３年間を駆け抜けて下さい。期待しています。 

 ピカピカの１年生たち、頑張れ！ 

 

🌼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 

新入生の皆さん 入学おめでとうございます。 

 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 11 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根底に置き、さらに「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。 

🌼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。 

まだ歴史の浅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。 
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