
学校法人　中村学園

静岡福祉医療専門学校
〒422-8061 静岡市駿河区森下町4-25

中村学園  
専門学校総合インフォメーション
〒422-8061 静岡市駿河区森下町 4-25
TEL 054-280-0173　FAX 054-280-0174 
E-mail info@can.ac.jp    http://www.can.ac.jp 
学校説明会、体験入学などのご参加、その他お問い合わせは、上記までご連絡ください。

■併設校

    静岡電子情報カレッジ
http://www.can.ac.jp

■子ども心理学科付帯施設（学内託児所）
子育て支援
キッズハウスひかり
http://www.can.ac.jp/kids/

専門
学校

検 索第一ひかり

検 索静岡電子

検 索キッズハウスひかり
■姉妹校

第一ひかり幼稚園
http://www.can.ac.jp/hikari/
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スで入学を決めました

幼稚園に通っていた時の先生のことが大好き
で、その先生にあこがれ幼稚園教諭になろうと
思いました。幼稚園の実習先では常に子どもの
ことを優先し、1つの遊びでもたくさんのねら
いがあること、子どもたちと「いっしょに楽し
むこと」の大切さを学ぶことができました。子
どもたちとのふれあいを通じて、私も子どもた
ちのあこがれの先生になりたいです。

高校の職業体験で、保育士が子どもの成長を
近くで見守ることができる、やりがいのある
仕事だと感じ入学しました。本学では実習の
期間が長いので、実践経験を積む機会をたく
さんもつことができました。子どもたちへの
声かけの大切さと、命を預かる仕事だという
ことも実感しました。子どもたちに信頼され
る保育士になれるよう勉強していきたいです。

　  先輩からの　
がんばって！
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ことの大切さを知った

子どもたちに信頼される
保育士になりたい。

  西宮久実子さん
俵 龍矢さん
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静岡福祉医療

資料請求
24時間

 受付中！

詳しくは
ホームページで！

社会人としての基礎力を
養う全人教育！

●笑顔で明るい挨拶を心がけ、礼法、コミュ
ニケーション能力をしっかり身に付ける
ことができるよう指導します。

●「人との接し方」や「仕事への取り組み方」
なども学びます。

1

併設校とのコラボ教育
で豊富な資格を取得！

●併設校「専門学校静岡電子情報カレッジ」
の情報技術のプロから ICT についても教わ
ることができます。
●保育、幼児教育、福祉介護系以外にも幅広
くビジネス系の資格取得ができ、就職活動、
就職後もスキルを活かせます。

4

「卒業生を囲む会」で
現場のナマの声を！

●定期的に開催される「卒業生を囲む会」
で、現場で活躍する先輩から直接アドバ
イス！将来の方向性を決める参考になり
ます。

5

JR 静岡駅南口から
徒歩５分！

●駅から近いキャンパスなので、通学に
も便利で県内全域から進学していま
す。学びだけでなく、友達との食事や
アルバイトなど行動範囲が広がります。

6

「実習」重視で
身につく実践力！

●医療機関、障がい児・者、高齢者、児童等、
福祉施設、幼稚園などでの実習を重視。

●実習で専門的な知識や技術を実践的に身に
付けることができます。

●実習を通じて、様々な施設の中から自分に
合った就職先を見つけることができます。

2

強力な就職サポート！
創立以来100%の就職実績！

●経験豊かな専任進路スタッフやクラス担任
教員によるきめ細やかな就職指導を受ける
ことができます。

●地元企業、施設との連携により、希望先
への就職に絶大な実績！

3

素晴らしい！ココが

創立以来、就職率 100％の秘密はどこに？

中村学園の

子 ど も と ふ れ あ う 仕 事 を 目 指 す あ な た へ

学校法人　中村学園

静岡福祉医療専門学校
http://www.can.ac.jp

文部科学大臣認定
「職業実践専門課程」

国の教育訓練給付金制度により、一定の要件(※)を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)は
学費の最大40％が支給されます。(介護福祉学科)また資格取得後1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに
追加で20％が支給されます。
※受講開始日で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)あること。
または前回の教育給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上経過していること。



介護福祉士：
児童生活支援員

▶▶ 総合福祉学科
▶▶ 介護福祉学科
▶▶ 子ども心理学科

● 保育士資格
● 介護福祉士資格
● 社会福祉主事任用資格　
● 介護職員初任者研修課程認定
●ドクターズクラーク
●メディックファーストエイド　
●ホスピタルコンシェルジュ

● 幼稚園教諭２種免許状
● 社会福祉士受験資格（1年間実務経験後）
●レクリエーション・インストラクター
●ケアクラーク
●メディカルクラーク
● 医療秘書技能検定

  　

    

　

  

中島 加奈さん
社会福祉法人 小羊学園　
つばさ静岡

■児童指導員
加茂川 仁美さん
学校法人中村学園　
第一ひかり幼稚園

■幼稚園教諭

水谷 美樹さん
社会福祉法人
ハルモニア

■社会福祉主事：
生活支援員 松永 憲治さん

社会福祉法人 恵明学園　
恵明学園児童部

■保育士

総合福祉学科　卒業生メッセージ 医療情報秘書科　卒業生メッセージ介護福祉学科　卒業生メッセージ子ども心理学科　卒業生メッセージ

 
  

各分野の専門スキルだけでなく、併設校 専門学校
静岡電子情報カレッジとのコラボ教育により、
豊富な資格も取得でき、仕事に活かせます！

学生時代から学習ボランティアに力を入れて
おり、養護施設で子どもたちと触れ合い、児童
福祉の分野に興味を持ったことをきっかけに
重症心身障がい児の入所施設に就職しまし
た。本学で福祉医療だけではなく、子どもにつ
いても幅広く学べたことが役立っています。常
に学ぶ姿勢でいることが社会人として求めら
れています。子ども達との関わりの中で自分も
日々成長していきたいです。

水口 伊代奈さん
エール矯正歯科・こども歯科

  

　

■医療事務

昔から医療機関の受付で働くことに憧れてい
たことと子どもが大好きだったということで今
の職場を希望しました。歯医者が苦手な小さ
な子ども達がお母さんと一緒にハミガキを頑
張り、次第に慣れて笑顔で来院してくれる時が
一番嬉しいです。本学で医療事務の勉強はも
ちろんマナーや言葉遣いまで丁寧に教えても
らえたので、仕事で非常に役立っています。ま
た、本学で身につけた『挨拶ができる』というこ
とがとても重視されているなと感じています。

現在中学生から25歳までの方の日常生活や
軽作業訓練、余暇活動の中で社会的に自立で
きるように援助しています。本施設には児童部
もあり、児童福祉に関する知識を兼ね備えて
いることはとても有利になります。本学では障
がいの勉強もしっかりできるし、何よりも実習
期間が長いので臨機応変な対応ができるよう
になり、それを強みとして即戦力として活躍で
きます。

幼い頃からピアノを習っており、音楽を活かし
て子どもたちと関わりたいと思い、幼稚園教諭
や保育士の仕事に興味を持ちました。子ども
の生活行動や生活習慣を考えて行動すること
は大変ですが魅力でもあり、日々成長とやりが
いを感じています。一歩外に出れば先生とい
う意識で行動全てに責任を持って生活してい
ます。挨拶を大切にする本学での姿勢が役
立っています。

自然豊かな環境で保育士として働きながら中学
生２人と寝食を共にしています。在学中の施設
実習の印象が良く、男性が必要とされていると思
い、就職を希望しました。学生生活の中で身に付
けるべきことは謙虚さと積極的に周りから学ぶこ
とです。言葉遣いやマナー、周囲への気配りも大
切です。施設実習では異性や問題行動への対応
を勉強しておくとよいと思います。子ども一人ひと
りの親のことを考えながら、その子が自立できる
よう支援し、一緒に自分も成長したいと思います。

正治 綾子さん
社会福祉法人 聖隷福祉事業団
聖隷おおぞら療育センター

■

学生時代に実習で障がい者施設の魅力を知
り、就職先を決めました。現在、重度心身障が
い児の方の生活がより良くなるように、生活支
援員と看護師が一緒になって毎日支援をして
います。呼吸器を装着していたりなど医療的ケ
アが必要な利用者さんとも一人ひとりに合わ
せた内容で、生活支援員として関われることに
やりがいを感じています。介護士は、障がい者
の方が社会進出する支援にも携わることがで
きます。ぜひ実習などで障がい児の現場も見
てみてください。

学校法人中村学園には「第一
ひかり幼稚園」と子ども心理学
科付帯の託児所「キッズハウ
スひかり」があります。直接子
どもたちと触れ合うことで、子
どもの気持ちや行動をより理
解できるようになり、子どもと
その家族と関わる上での大切
なことを学ぶことができます。

障がいのある児童に日常生活に必要
な知識や技能を指導します。また、障
がい児の親のサポートもします。障が
いの種類や程度により、福祉型、医療
型に分かれています。

こどもとふれあえるお仕事をCheck！
こどもの輝く笑 顔と一緒に成長

▶▶ 総合福祉学科
▶▶ 子ども心理学科

事情で家庭生活を続けることが困難
になった子どもが利用します。児童指
導員又は保育士として、基本的な生
活指導から友達関係の相談まで、子
どもの自立に向けた支援をします。

▶▶ 総合福祉学科

子ども本人への直接的な援助だ
けではなく、学校、家庭、地域な
どの環境にも働きかけ、総合的に
問題解決に取り組みます。

▶▶ 総合福祉学科
▶▶ 介護福祉学科
▶▶ 子ども心理学科

主に6歳から18歳の障がいのある児童・
生徒を対象に、放課後や夏休みなど学
校休業日の居場所づくりをします。生活
能力向上のための訓練などを行い、障
がい児の自立を促進します。

学 校

▶▶ 総合福祉学科
▶▶ 子ども心理学科

保護者不在の放課後や学校休業日に、
家庭に代わる子どもの生活拠点とし
て、遊び、学習指導を中心とした活動を
行います。指導員として子どもたちの生
活づくりをサポートします。

▶▶ 医療情報秘書科

子どもの成長を医療面から支
援します。病気の予防や診療、
育児支援・相談も行います。

小児科・
小児歯科

障がい児
入所施 設

▶▶ 子ども心理学科

主に０歳から小学校入学までの子ど
もを預かり、保育をします。子どもを心
身ともに保護するだけでなく、一緒に
遊んだり、会話を通じて考える力や感
性を育てることも大切な役割です。

保育園

▶▶ 子ども心理学科

保育所のような利用規制がなく
誰でも利用できる施設で、乳幼
児の生活の支援をします。他にも
音楽、工作、遊びや散歩などで教
育の補助もします。

託児所

▶▶ 子ども心理学科

保育・幼児教育両方の機能
をもち、都道府県知事から認
可された施設です。保育、乳
幼児教育を通して地域の子
育て支援を行います。

認定
こども園

▶▶ 子ども心理学科

事情により家庭で養育できない2
歳未満の乳幼児を養育します。ミ
ルク、おむつ換え、おふろなど24
時間体制で子どもの生活を支援
します。

乳児院

▶▶ 子ども心理学科

おもに3歳から小学校入学までの子ど
もの教育を行う幼児のための学校で
す。子どもが楽しみながら成長できる
ように、工夫しながら教育するのが幼
稚園教諭の役割です。

幼稚園

児童養護
施設

放課後
児童クラブ

●第一ひかり幼稚園
●託児所キッズハウスひかり

静岡福祉医療専門学校には
いつでも子どもたちと
接することができる

幼稚園・託児所併設。

いいね
これ！

資  格

取
得
可
能
資
格 ● 情報活用検定（J検）

●ビジネス文書技能検定
●ワープロ技能検定　
●ビジネス能力検定（B検）
● 秘書技能検定　

● Excel検定
● Word検定
● 硬筆書写技能試験（ペン字検定）
●日本漢字能力検定
● 華道「小原流」初等科

 etc.

 etc.

放課後
デイサービス

保育士、放課後児童指導員
社会福祉士、社会福祉主事

児童指導員、保育士
社会福祉士、社会福祉主事

児童指導員、介護福祉士、保育士
社会福祉士、社会福祉主事

スクールソーシャルワーカー

指導員、介護福祉士、保育士
社会福祉士、社会福祉主事

幼稚園教諭

幼稚園教諭・保育士

医 療 事 務

保 育 士

保 育 士

保 育 士


