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 学校法人 中村学園  NO.５へ続く 

◆『令和 2年度の指導方針について』 

副校長・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35周年を迎え、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・中学生のための職業・キャリ
ア意識向上にも対応する。 
 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、卒業生から直接指導
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、ステップアップを目指す（PDCA サイ
クル）。 
「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 How to人間ではなくWhy人間の養成」を具
現化する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により、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、本学が実施する視能訓練士学科や社会人向
け講座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。 
 今年度からスタートする「CANスカラシップ制度」に基づく学生リー
ダーたちが中心となり、専門分野の学びに加え、「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」のコラボレイトに
よる共同研究開発に加え、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には「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ｅラーニング等
の教育システム構築・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次産業革命によるSociety 5.0の
実現、サイバーフィジカルシステム（CPS）の急速な普及という環境の下、
「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 

新しい学科編成の完成年度を迎えて 
電子・情報系学科長 有賀 浩 

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、多様化・高度化するニーズに即応するための『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。留学生はこれまでに培って
きた日本語力・コミュニケーション力を一層向上させ、日本におけるビ
ジネススキルを習得。目指す分野に就職することを目指します。 
 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。 

🎵ITゲーム＆ロボットシステム学科 

今、政府はSociety 5.0、サイバーフィジカルシステム（CPS）を基軸
に、AIや IoT、５Ｇなど最先端技術の活用を盛り込み、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、「ものづくりの醍醐味」を体得します。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。 

 
🎵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） 

 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！！ 
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 学校法人 中村学園  editor．橋野・原木 

静岡福祉医療専門学校 

🌼総合福祉学科 

新入生に贈る言葉「この子らを世の光に」 

総合福祉学科長 磯野博 

 新入生諸君、将来有望な皆さんとの出会いに感謝します。 

 今や皆さんを巡る社会は重苦しい空気に包まれています。しかし、

そのような時代だからこそ、先人たちが培ってきた「社会福祉の志」

が求められているのです。ここで皆さんに贈りたい言葉があります。

それは、「この子らを世の光に」です。 

 これは、重度心身障害児施設 滋賀県立近江学園の初代園長である

糸賀一雄が語り続けた名言です。これまで、重度心身障害児とその家

族は、世間の片隅にて息を潜めるようにして暮らしていました。糸賀

は、そういった社会で弱い立場にある方々が地域の中心になり、共に

暮らし、共に学び、共に働ける社会を構築することは、私たちにとっ

ても優しい社会になることを提唱したのです。 

 現在の重苦しい空気のなか、これまで以上に生き難さを抱える方々

は多くおられます。私たち社会福祉従事者は、そういった方々に目を

向け、共に生きる優しい社会を構築する使命があるのです。 

 皆さんは、これから本学において多くの知識・技術を身に付けるこ

とでしょう。しかし、それも確固たる「社会福祉の志」があってこそ

活かされます。この言葉が、皆さんが現在抱いている「青雲の志」と

これから身に付けていく「社会福祉の志」が一体になる端緒になれば

幸いです。 

 皆さんの学生生活が実り多いものになることを祈念しています。 

 

🌼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 

子ども心理学科長 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12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、①

挨拶②相手を思いやる気持ち③礼儀④規則正しい生活⑤行動力 を心が

けてください。 

 また、物事に優先順位をつけてください。今やりたいこと、やらなけれ

ばならないこと、どちらを優先するか立ち止まって考える理性も必要で

す。仕事はチームワークです。目的に向かって進む中で、今優先すべきこ

と、自らの行動はどうあるべきかを考えながら行動できる力を身に付け

ていきましょう。  

 3年間の成長を楽しみにしています！！ 

🌼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。 
視能訓練士学科は「考える視能訓練士」を目指します。主な仕事は、眼

科での検査や訓練ですが、これらは患者さんの協力なくては成り立ちま
せん。そのため、基本的な医療知識・設置されている器機を取り扱う技術・
患者さんとのコミュニケーション能力が必要となってきます。精度の高
い仕事をするためには、患者さんの年齢・性別・主訴・症状から疾患を推
理し、どんな検査・訓練が医師の診断に必要かを自分なりに考え、医師の
指示の下、検査を施行します。その際、患者さんの身体的・精神的負担を
最小限にする工夫や、検査後は結果に矛盾がないかどうか考察すること
も大切です。更に、昨年度から国家試験の傾向が変わり、かなり「応
用力」が求められるようになってきました。「考える視能訓練士」にな
るために、患者さんのみならず、周りの人々を理解し尊重できること
を目指しましょう。 

1年で学ぶことは容易ではありません。そのために、強い意思を持
って、一日一日を大切に、余多の壁を乗り越えられるような学生生
活を送れるようにしていきましょう。 

 

４月の行事予定  

３日（金） 新入生オリエンテーション9:00～ 

 在校生オリエンテーション13：00～ 

 健康診断13:00～17:00（卒業年次、2CP、ORT、教職員）  

６日（月） 在校生、ORT前期講義開始 

 新入生オリエンテーション 

10日（金） 第一ひかり幼稚園（姉妹園）入園式 

11日（土） 始業式、入学式、後援会入会式 

13日（月） 新入生前期講義開始 

 学生会挨拶運動" 

20日（月） 2CP「保育実習Ⅰ（保育所）事前研修」 

21日（火） 学生会選挙 

29日（水） 昭和の日 

30日（木） 電子情報「卒業生を囲む会」 

 

５月の行事予定  

１日（金） 春季スポーツ大会（安倍川河川敷） 

３日（日） 憲法記念日 

４日（月） みどりの日 

５日（火） こどもの日  

６日（水） 振替休日 

７日（木） 健康診断（進級年次） 

９日（土） 後援会総会 

12日（火） 3CP「教育実習事前研修」 

14日（木） 電子情報「面接指導」 

15日（金） 春季スポーツ大会（予備日） 

16日（土） 第1回視能訓練士の会 

18日（月） 2CP「保育実習Ⅰ（保育所）」（～5/30） 

２１日（木） 1CP「職場体験」 

 J検・B検CBT試験（17：00～） 

22日（金） オープンキャンパス（１７：00～） 

27日（水） 創立記念日 

28日（木） 1CP「職場体験」 

 福祉医療「卒業生を囲む会（CP以外） 

30日（土） 春のスペシャルオープンキャンパス 


