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「静岡福祉医療専門学校」分野別教育方針

～あなたの未来は光輝く！～

総合福祉学科 学科長 磯野 博
新入生の皆さん、御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ております。
入学式を終えられ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
に心を砕いてくださっています。
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、自らが他者によって生かされている＂I was born
keep alive”ということを常に実感できる道なのです。時として心
無い報道に心を惑わされたこともあったでしょうが、そのような暗
雲は吹き飛ばし、自信と誇りを持ってこの道を歩んでいきましょ
う！
また本学は、
「地域に開かれた専門学校」としても有名です。先
輩たちの活躍は学内に留まらず、一人暮らし高齢者のサロン活動、
障害のある子供とお母さんの余暇活動、生活困難を抱える家庭の支
援、そして障害者スポーツから自閉症児音楽教室まで多岐にわたっ
ています。私も、学校の近隣を歩いていると、民生委員さんや町内
会長さん、学生がよく行く店のおばちゃんなどからよ
く声を掛けられるほどです。
「ちょっと勉強は苦手!?」という方も、そのような
諸活動で活躍してください。
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２年間、３年間を駆け抜けてくださ
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。

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
身に付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、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
就職内定を頂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。
子ども心理学 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 9 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基にしながら「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。
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企画広報室より
企画広報室 高橋 達也
皆さんこんにちは。広報の高橋です。
新入生の皆さん、ようこそ中村学園へ！皆さんの将来へ向けた新
たな学校生活がスタートし、期待で胸がいっぱいだと思います。学
校は楽しいところであることが大切ですが、学校はその名の通り、
学ぶところです。このことを忘れてはいけません。専門学校ではそ
れぞれの職種によって専門特化した内容を学ぶので、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かもしれません
が、頑張って自分なりの生活リズムを作っていってください。２、
３年の皆さんは新学期がスタートし、卒業まであと１年の方も多い
と思います。資格の取得や、外部での実習、就職活動等、毎日忙し
く過ごしていくかと思いますが、体調に気を配り、全力で取り組ん
でください。
さて、企画広報室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。皆さんも、中村学園で学んだことや感じ
たことをぜひ後輩たちに伝えてあげてください。先輩の生の声が一
番の参考になると思います。学年学科を越えて中村学園を盛り上げ
ていきましょう。
最後になりますが、皆さんが充実した学校生活を送ることができ
るよう応援しています。

＊オープンキャンパス開催日程＊
○体験入学、学校・学科説明会、なんでも相談会
・４月２２日(土) １３：１５～１５：４５
・５月２０日(土) １３：１５～１５：４５
・６月１７日(土) １３：１５〜１５：４５
○学校・学科説明会、なんでも相談会
・５月１７日(水) １７：００～１８：３０
・６月１４日(水) １７：００～１８：３０
※保護者対象説明会も同時開催
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新しい教職員の紹介
子ども心理学科 柴田 裕美
本年度から本学に勤務させていただいております、柴田裕美と申
します。
幼稚園、こども園（保育園部）
、保育士養成校に勤務をしており
ました。新たな学校で、新たな学生の皆さんと学び合えることに、
ワクワクしております。
現場での経験を学生の皆さんに伝え、就職した園で生き生き楽し
く働き、笑顔の素敵な保育者・教育者となれるようお手伝いしてい
きたいと思います。
校長先生をはじめ、教職員の皆様、学生の皆さん、保護者の皆様、
これからどうぞよろしくお願いします。
企画広報室 松本 郁世
本年度から本学でお世話になります、松本郁世と申します。
前職では、上場企業での IR 担当として多方面より PR 活動を行
っておりました。とにかく人と関わることが大好きなため、教職員
の皆さんはもちろんのこと、学生の皆さんにもいろいろと話しかけ
ることが多々あると思います。笑顔で受けてくれると嬉しいです。
これからよろしくお願いします。
企画広報室 竹内 学
本年度から本学に勤務させていただいております、竹内学と申し
ます。
私は情報系の専門学校を卒業後、アパレル販売を 3 年、求人・広
告関係の仕事に約 10 年携わってきました。求人営業の時は、介護
系の業種獲得のため業界研究を行い、介護系の方たちとコミュニケ
ーションを多くとっていました。また、広告の仕事では、保育園向
けのサービスを行っており、特に幼児教育に特色を持つ保育園を中
心にイベント等も実施していました。
得意な分野はアルバイト・転職に関わることや企画営業ですが、
上記以外にもテレビやイベント、SNS、コミュニケーション術など
幅広いカテゴリーの仕事をしてまいりました。学生時代にも 20 種
類以上のアルバイトをしており、浅い知識と経験ですが専門分野以
外でも力を発揮し、少しでも本学の発展につなげられればと思って
います。
企画広報の仕事は学校のことだけでなく、教員の先生方や学生の
皆さんひとりひとりと、学校に関わる関係各所のことを理解するこ
とで、より良い仕事ができると思っています。そのため、できるだ
け多くの方からご意見を頂くために積極的なコミュニケーション
をとりたいと思っています。
教職員の方はもちろん、学生の皆さんも気軽に声をかけていただ
けたらうれしいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

の予定
4/5(水)

4/6(木)
4/7(金)
4/8(土)

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～）
日本学生支援機構 新規希望者説明会（15:00～）
健康診断（卒業年次・教職員）（13:00～17:00）
新入生オリエンテーション
日本学生支援機構 高校時予約者説明会（15:00～）
新入生オリエンテーション
入学式・始業式・後援会入会式
日程
12:00～12:30 受付時間
13:00
入学式開始

の予定
5/1(月)
5/2(火)
5/3(水)
5/4(木)
5/5(金)

学生会選挙
健康診断（1 年、2CP、2TW）
憲法記念日
みどりの日
こどもの日

5/9(火)

3CP 教育実習事前研修（～5/11）

5/13(土) 後援会総会
5/16(火) 春季スポーツ大会

4/10(月) 前期講義開始

5/17(水) 学校学科・入試説明会（17:00～）

4/12(水) 新入生宿泊研修
4/13(木)
4/14(金)

5/19(金) 2MIS「メディックエイド①」
5/20(土) オープンキャンパス（13:15～）

4/22(土) ＡＭ 電子情報「卒業生を囲む会」
オープンキャンパス（13:15～）
4/27(木) 電子情報「面接指導」
4/29(土) 昭和の日

5/23(火)
5/24(水)
5/25(木)
5/26(金)
5/27(土)

春季スポーツ大会予備日
福祉・医療「卒業生を囲む会」（CP 意外）
3TW「面接指導」
2MIS「メディックエイド②」
創立記念日

5/29(月) 3CP 教育実習（～6/23）
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