学校の雰囲気を直接体験してみよう

東京福祉大学
名古屋グループの

オープンキャンパス!

東京福祉大学名古屋グループの オープンキャンパス

4つのメリット

G U I D E B O O K 2022

毎月
開催!!

▢ 1人でも保護者や友人と一緒でもOK!
▢イベント参加者への交通費補助制度があるので安心！
✓
✓
▢「個別相談」で進路や将来の悩み・不安を解決
▢制服でも私服でも参加できます（動きやすい服装がオススメ！） ✓
✓

WEB・オンラインオープンキャンパス

学校法人たちばな学園

学校に来校しての個別相談に加え、LINEを使った個別相談も実施中。LINE
ならチャットでの質問のやり取り以外にLINEビデオを使った個別相談も可
能です。
※LINE個別相談をご希望の方は本校のLINE公式アカウントを友だち追加してください。
【LINEチャット相談可能時間／月曜〜土曜9:00 〜 18:00 ※日曜・祝日は返信できないことがあります】

理 学・作 業 名 古 屋 専 門 学 校

▼ イベ ント 内 容 の チェック 、参 加 申し 込 み は こちら か ら！ ▼

名古屋キャンパス 併修校

索

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内２-６-４

https://www.nagoya-college.ac.jp

保 育・介 護・ビ ジ ネ ス 名 古 屋 専 門 学 校

検

●連絡先：学校法人 たちばな学園 入学課まで
〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内2-16-29（東京福祉大学名古屋キャンパス内）

0120-159-672 (携帯･PHSからもOK)

soudan@nagoya-college.ac.jp

公式サイト

公 式 S N S で 、学 校 の 雰 囲 気 がよりわ かります！
学校法人
たちばな学園
公式SNS

社会福祉学科 保育児童福祉コース／心理学コース／社会福祉コース／教育学コース／国際教育英語プログラムコース

2022

LINE公式アカウント

@tachibana̲gaku

@tachibana1991

133
185

介護福祉学科

名合格！
名合格！

318名合格！

個別相談（来校またはLINE）

学 校 法 人 たちば な 学 園

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

グループ合計

自宅で観られるイベント。YouTube配信型のWEBオープンキャンパスと
ZOOMで授業をライブ配信するオンラインオープンキャンパス2種のイベン
トがあります。遠距離の方、事情で本校までは来られない方は是非参加して
ください!

（上記住所に令和3年9月に移転予定）

東京福祉大学 名古屋キャンパス 併修校

作業療法学科

令和2年度
精神保健福祉士国家試験

※新型コロナウイルス流行中の間は在学生の参加を見合わせます。

愛知県名古屋市中区丸の内3-14（予定）

理学療法学科

令和2年度
社会福祉士国家試験

体験授業、学校・学科説明、入試説明、就職説明
個別相談を行います。先生や在校生と直接話し
て学校の雰囲気を感じ取ろう！

理学・作業名古屋専門学校

厚生労働大臣指定校 文部科学大臣認定職業実践専門課程設置校

理学・作業名古屋専門学校
GUIDE
BOOK

来校型オープンキャンパス

〒460-0002

学校法人 たちばな学園

@tachibana̲gakuen

2022-ID-3

夢 に向かって
令和2年度卒業生
理学療法士国家試験
令和2年度卒業生
作業療法士国家試験

真剣勝負

20
17

名合格！
名合格！

Contents
3

理学・作業名古屋専門学校

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

国家試験、公務員試験に強い！！
理学・作業名古屋専門学校／保育・介護・ビジネス名古屋専門学校で

50

夢を叶えた学生たち
7

11
13

合同卒業式／合同入学式
学びを求めるあなたへ
東京福祉大学グループのルーツは名古屋にあり！

51
55
57

東京福祉大学グループで
「公務員試験」
「国家試験」
合格をめざそう

59

14

60
61

将来の不安が少ない安定した職業として人気の公務員は、教育、福祉などさまざまな分野でめざすことができます。
国家資格を取得した上で就業する職種は、
その資格が自分の技術などを証明するものとなり、
さまざまな場所で活
躍できます。理学・作業名古屋専門学校、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校は、公務員試験、教員採用試験、国家
試験合格をめざせます！

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 1

17

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 2

19

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 3

21

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 4

23

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 5

25

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 6

27

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 7

29

学校法人たちばな学園でめざせる人気の仕事 8

31
33
35

理学療法士の魅力
作業療法士の魅力
社会福祉士の魅力
精神保健福祉士の魅力
介護福祉士の魅力
公務員の魅力
教員公務員の魅力
大卒保育士・幼稚園教諭の魅力

未来にはばたく東京福祉大学グループ生たち
学校法人たちばな学園の充実した国試サポート体制
私たち公務員試験・国家試験に合格しました！
学校法人たちばな学園は、令和2年度も多くの卒業生が
公務員試験、国家試験に合格しました！

40

学校法人たちばな学園の
充実した学生支援制度を紹介します！
理学・作業名古屋専門学校、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校では、学生が学びに集中し、安心して
就職活動に取り組めるよう、
さまざまな支援制度を設けています！

1

41

Student Support 1

43

Student Support 2

45

Student Support 3

47

Student Support 4

49

Student Support 5

学校法人たちばな学園の就職サポートシステム
学校法人たちばな学園の学生参加型・対話型授業 アクティブ・ラーニング
東京福祉大学との併修制度
東京福祉大学グループのアメリカ夏期短期研修
学校法人たちばな学園の学費サポートシステム

国家試験合格と、東京福祉大学卒業を同時にめざせる！

理学・作業名古屋専門学校

高齢社会の中で、多様性が言われる現代社会。その中で、理学療法士・作業療法
士は人々が安心して暮らす上で注目度が高まっている職業です。理学・作業名古
屋専門学校では、多くの患者様からのニーズに適切に対応できる大卒の理学療
法士、作業療法士を育成するプログラムを用意しています。

学校法人たちばな学園・東京福祉大学名古屋キャンパス

15

GUIDE BOOK 2022

62

理学・作業名古屋専門学校の概要
理学療法学科
職業実践専門課程 作業療法学科
職業実践専門課程

4年制

大卒

4年制

大卒

多くの行事を通して、有意義な学生生活を
送れます！
注目イベント！ 海南医学院短期留学にGO!
得意分野のスキルを磨こう！

理学・作業名古屋専門学校のゼミ制度

東京福祉大学との併修で、実践的な職業人をめざせる！

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

長い歴史の中で保育・福祉・教育などの現場で求められる人材を多数輩出してきた保育・介護・ビジネ
ス名古屋専門学校。いつの時代も変化に合わせて多様化するニーズに答えられるような実践的な教
育を行い、社会で活躍できる専門家を育成します。
63
66

67
69
70
71
72
73

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校の概要
多くの行事を通して、有意義な学生生活を
送れます！
大卒
社会福祉学科 4 年 制
4年制
大卒
社会福祉学科 保育児童福祉コース
4年制
大卒
社会福祉学科 心理学コース
4年制
大卒
社会福祉学科 社会福祉コース
4年制
大卒
社会福祉学科 教育学コース
社会福祉学科 国際教育英語プログラムコース 4 年 制

大卒

通信教育・生涯学習

74

Column

75

職業実践専門課程

介護福祉学科

77

グループ校

2年制

専門卒

東京福祉大学

80

Campus Map

81

先輩たちがおすすめ！

放課後“立ち寄り”スポット

名古屋で有数のファッションエリアである栄エリアのすぐ隣の丸の内にキャン
パスがあるから、
アフタースクールも楽しめる！ ここでは先輩たちのおすすめ
スポットを紹介します！

2

大きな夢を抱いて理学・作業名古屋専門学校、

国家試験、公務員試験に強い！！

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校に入学した学生たち。

理学・作業名古屋専門学校／保育・介護・ビジネス名古屋専門学校で

夢を叶えた学生たち

そんな学生たちの夢を実現するために、両校では多くのサポートを行っています。
そして、本年度も多くの学生が国家試験、公務員試験に合格。

理学・作業名古屋専門学校、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校を巣立ち、
社会のさまざまな場所で活躍します。

そんな学生たちに、
「10年後どうなっていたい？」を聞いてみました。

理学・作業名古屋専門学校

公務員試験

幸せに！！！

に合格！

生駒 和
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター

犬を飼えるくらい
安定した生活を
送っていたい
内藤 哲也

1名

社会医療法人杏嶺会
一宮西病院

リハビリの
主任になる
永島 龍
医療法人尚豊会
みたき総合病院

人から信頼
されるPT

充実した生活を
送っていたい
のっち

廣田 敬也

社会福祉法人紫水会

たなか整形外科

理学・作業名古屋専門学校

理学療法士国家試験
20名

に合格！

幸せに！！！
生駒 和
国立研究開発法人
国立長寿医療研究センター

周りから頼りにされる、
笑顔の素敵なPTに！

愛知県内病院

医療法人大仁会
髙木整形外科・内科

医療法人並木会
並木病院

社会医療法人杏嶺会
一宮西病院

医療法人社団睦会
愛生病院

M.T

水谷 莉緒

福岡 颯馬

たかちゃん

困っている人を
治療で助け
られる人

幸せに
なりたい！

患者様に
信頼される
PTに

患者様に
寄り添えるPT

後藤 由真

貝沼 亮太郎

医療法人大朋会
岡崎共立病院

あけけ

楽しい生活が
できたらいいな

優しい
PTになる

伊藤 眞奈美

使える
PTになる

医療法人聖生会
介護老人保健施設リハビリス井の森

後輩に尊敬される
PTになりたい
矢野 航大
医療法人羊蹄会

四軒家整形外科クリニック

結婚して
幸せな家庭を
築きたい

𠮷田 拓生

医療法人愛生館
小林記念病院

利用者様が
満足のいく
治療を行いたい
渡邉 陽大

医療法人慈恵会
長屋病院

理学・作業名古屋専門学校

生きてれば
いい
Y.S

3

医療法人山紀会
山本第一病院

健康に過ごして
いきたい
島田 塁
医療法人慈幸会
こもと整形外科

飛躍！！！
宗宮 幸平
社会福祉法人如水会
豊田若竹病院

スキルアップ
したPT！！
F.T
医療法人社団綾和会
浜松南病院

作業療法士国家試験
17名

に合格！

普通自動車
免許を取ります！
ゴルドあくたがわ
医療法人珪山会

充実した生活が
送れるように
なりたい
N.I
医療法人岩屋会
岩屋病院

4

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

今と変わらない
自分でありたい

リハビリの
バイザーを
頑張りたい

安居楽業
R.O

上野 慎也

笑顔の絶えない
家庭を築く

社会福祉士国家試験
2名

桑垣 莉奈

F.K

医療法人新光会
伊豆函南病院

愛知県内病院

心の支えに
なるような人
になりたい

に合格！

A.T
社会福祉法人旭会
地域包括支援センターくらがいけ

たくさんの人を
笑顔にする
社会福祉士に！
H.N
岐阜県内社会福祉協議会

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

幸せに
なりたい

老健でゆったりと
働いていたい

4人の子どもと
夫と幸せに暮らす

添田 俊

たいち
豊田地域医療センター

心の支えに
なるような人
になりたい

愛知県内生活介護事業・
就労継続支援B型事業

三重県内病院

名

戸嶋 栞

A.T

辻 伶実

精神保健福祉士
精神保健福祉センター
国家試験
での業務に携わって
いたい！
に合格！ 3
山田 麻未

利用者の立場で、
その方らしい生活を
提案したい

社会福祉法人旭会
地域包括支援センターくらがいけ

社会福祉法人ぬくもり福祉会
ぬくもりの郷

名古屋市

社会福祉職

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

愛されたい

仕事も私生活も
楽しんでいたい

恒川 公佑
医療法人社団睦会
愛生病院

N.N
医療法人財団愛泉会
愛知国際病院

幸せになる
藤井 遥
医療法人和合会
好生館病院

お金持ち
安井 輝
医療法人美衣会
衣ヶ原病院

犬を
飼いたい
中村 有里

向上心をもって
バリバリ働いて
いたい

介護福祉士国家試験

東 和佳奈

みなと医療生活協同組合

上伊那医療生活協同組合

自立し、責任感
のある人間に
なりたい

穏やかな生活を
過ごしていたい

医療法人岩屋会
岩屋病院

医療法人香徳会
メイトウホスピタル

K.U

安井 優作

※未撮影1名

10名

に合格！

知識と経験を
豊富に持ち
誰からも頼られる
ようになる!
I.R

信頼される
介護福祉士になる!
神田 隼斗

何でも頼れる
介護福祉士になる
伊藤 準一郎

ベトナムに帰って
老人ホームを
作りたい

介護の仕事を
続けられるように
グエン ヴァン ナム

グエン ティ クイン

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

相手に寄り添った
支援ができる人
になりたい
Y.F

5

大阪市

社会福祉職

精神保健福祉センター
での業務に携わって
いたい！
山田 麻未
名古屋市

社会福祉職

公務員試験
に合格！

2名

利用者から
「いい介護士だね」
と言われたい
スレスタ シタ
日本ライフケアソリューションズ株式会社
からふる庭園五条

介護福祉に
関する公務員に
なっていたい

ケアマネジャー
になりたい

愛知県内認知症対応型
共同生活介護グループホーム

愛知県内老人ホーム
（サービス付高齢者向け住宅）

W.H

NA

ベトナムで
訪問グループを
作りたい！
H.T.M
6

一生の資格（財産）
を
取得し、毎年、多くの
学生が卒業します。
東京福祉大学

名古屋グループは、

一生の資格（財産）
を

得られる大学、専門学校

Graduation Ceremony

です。

平成30年度
学校法人たちばな学園・
東京福祉大学名古屋キャンパス
合同卒業式
平成31年3月22日（金）

日本特殊陶業市民会館フォレストホール

毎年、資格取得の夢を

かなえるために全国から
学生が入学しています。
東京福祉大学

名古屋グループは、

確実なサポートであなたの

Entrance Ceremony

夢をかなえていきます。
平成31年度
学校法人たちばな学園・
東京福祉大学名古屋キャンパス
合同入学式
平成31年4月15日（月）

名古屋国際会議場センチュリーホール

7

8

Graduation Ceremony
令和3年3月19日（金） 理学・作業名古屋専門学校講堂にて

学校法人たちばな学園・

学校法人たちばな学園の

卒業式

東京福祉大学名古屋キャンパスの

入学式

夢を叶えるために頑張った仲間との、

思い描く未来に近づくために

そして、学生生活とのお別れの季節──。

知識と技術を身につけたい、

これからは一人前の社会人として

同じ道をめざす仲間が

未来に向かって羽ばたきます。

たくさん入学してきます。

Entrance Ceremony
令和3年4月9日（金） 名古屋市公会堂にて

理学療法士国家試験・作業療法士国家試験・介護福祉士国家試験合格者代表卒業生たちと
本校理事長・校長と一緒に記念撮影

9

社会福祉士国家試験・精神保健福祉士国家試験・公務員試験合格者代表卒業生たちと本校理事長・校長と一緒に記念撮影

10

学びを求めるあなたへ
教育学博士

学校法人たちばな学園 創立者 理事長
理学・作業名古屋専門学校 名誉校長
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 校長
学校法人茶屋四郎次郎記念学園 創立者 理事長
東京福祉大学・大学院 総長 学長

中島 恒雄

教室では全ての学生が主人公

Dr. Ts un e o N akaj i ma

本学園では、
一部の
「できる学生」
だけを対象にした授業は決して行いません。

名古屋市中区茶屋町生まれ
愛知県立名古屋西高等学校卒業
学習院大学法学部法学科卒業 法学士
フォーダム大学教育学大学院博士課程修了
前ハーバード大学教育学大学院招聘学者

本学園では教室の全ての学生一人一人を大切にします。
教室では学生全員が主人公なのです。

「勉強のできない学生はいない」
これが私の、
そして教職員一同の信念です。

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁保育士採用試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

一人一人を大 切に・・・

社会福祉法人茶屋福祉記念会 茶屋とくしげ保育園 創立者
社会福祉法人茶屋の園
特別養護老人ホームたちばなの園白糸台

創立者

教育学博士

95年〜96年ハーバード大学教育学大学院に学者として招聘される。

私たちは、
学生の潜在能力を信じています。入学していただいた以上、
私たちは教室の学生全員を一定のレベルまで引き上げ、
国家

試験や公務員・教員採用試験等に合格できる学力をつけられるよう、
責任をもって授業を行います。学生のレベルに合わせて、
難し

い専門知識がよくわかる対話型の良い授業を提供しています。また、
私がハーバード大学教育学大学院で研究した教育方法により、
学生全員が学力を伸ばし、
入学した時よりも数倍賢い、
優秀な人間として卒業できるよう、
本学園教職員一同努力しています。

ハーバード大学教育学大学院での研究成果を自ら創立した東京福祉

大学、
理学・作業名古屋専門学校、
保育・介護・ビジネス名古屋専門学

校の日々の授業に生かし
「できなかった子（生徒）
をできる子（学生）
に

するのが教育」
の建学の理念で、
医療・福祉・心理・教育等のしっかりし

た知識と技術を身につけ優秀な学生や教員の人材育成に力を注ぐ。

学生への深い愛 情・・・

卓越した「教育力」
「授業力」で学生の夢を実現する
本学園は私が創設した東京福祉大学のグループ校です。

東京福祉大学グループの
「教育力」
「授業力」、
その基本にあるものは学生の未来の幸せを願う、学生への深い愛情です。学生の
意欲や期待に応え、学生の能力を伸ばすために最も多くの役割を果たすのが、教員の良い教え方です。本校の授業では、
ただ先

生の話を聞いているだけではありません。レポート作成や課題の発表、
そしてディスカッションなど、授業の中に教員と学生・学生
同士の対話の機会が大変多く取り入れられています。

教員は、
１回１回の授業に出たら出ただけ学生が学んで鍛えられ、成長し、実社会で役立つ学力が上がることをめざしています。そ

して、卒業までに学生全員が今よりもっと優秀になって、国家資格も取得し、
あるいは公務員採用試験・教員採用試験に合格し、
そ
れを活かして社会に貢献し、幸せで安定した人生を送ることを私たちは心から願っています。

フォーダム大学教育学大学院博士課程在学証明書

ハーバード大学招聘学者在職証明書

略歴

主な著書

清和天皇の末流、小笠原源氏の流れをくむ茶屋四郎次郎清延
第十七代目直孫
学習院大学法学部法学科卒業 法学士
フォーダム大学教育学大学院教育行政管理学科 博士課程修了 教育学博士
（フォーダム大学は上智大学と同じキリスト教系名門大学です）
前ハーバード大学教育学大学院招聘学者

「日本人特有の教育観では、官庁勤め
（公務員）が最高の出世だ」
「世の人心は政府に勤めて役人（公務員）
になることが最高だ」
「学問のすすめ」
福沢諭吉（三笠書房）
より抜粋

前フォーダム大学社会福祉学大学院特別高等客員教授
社会福祉法人茶屋福祉記念会

茶屋とくしげ保育園理事長

社会福祉法人茶屋の園 特別養護老人ホームたちばなの園白糸台 創立者
特定非営利活動法人(NPO)

日本・留学生交流援護会創設者

茶屋四郎次郎記念学術学会会長創設者
（日本学術会議登録学術研究団体）

安い費用で学べる
通信制大学との併修制度

多文化社会を生きる、
世界的な視野をもった人間を育てる

上海師範大学名誉教授

私たちは大学・大学院教育は全ての人に開かれて
いるべきだと考えます。しかし、学問への熱意は人一
倍でも、経済的な理由で進学に難を抱える方々がい
らっしゃるのも事実です。
そのような方々に安価な学費で大学の学修機会を
実現したのが、東京福祉大学通信教育との併修制度
です。

21世紀は国際化の時代であり、学生には「日本」
という狭い
枠にとらわれずに、広い世界を見て欲しいと考えます。
「国際
人」
とは外国語ができる人だけではありません。異文化を理解
し、学ぼうという気持ちを持ち、世界的な広い視野を持つ人間
のことです。本学園ではこうした考えから毎年、
アメリカ、ハー
バード大学・フォーダム大学への夏期短期研修を行っています。

講道館柔道５段

「読み」
「書き」を重視する通信教育の併修制度は、
スポーツでいえば正に足腰を鍛えるようなものです。
4年間真剣勝負の勉強を継続すれば 他の昼間部の
大学卒業生に負けない実力が身についているのです。

また理学・作業名古屋専門学校では、中国海南島の医学系
名門大学 海南医学院への短期留学を実施。人体解剖の実習
も体験できます。保育・介護・ビジネス名古屋専門学校では、
社会福祉学科に国際教育英語プログラムコースの開設を計画
しており、海外からも留学生を受け入れる予定です。

また、近隣の名古屋市中区丸の内にあるグループ
校 東京福祉大学名古屋キャンパスには大学院もあり、
さらにアカデミックな学問を探究することもでき、
グ
ループ全体で生涯教育時代のニーズに応えています。

本学園の学生には、豊富な国際交流の機会を活用し、留学
生とも積極的に交流して、国際感覚と思考力、創造力、問題発
見・解決能力を身に付け、世界に羽ばたける人材に成長してほ
しいと願っています。

海南師範大学名誉教授

使 命

校 章の由 来

大海を渡る御朱印船（『茶屋船交趾渡航貿易絵巻』より）

「できなかった子（生徒）
を
フロンティア・スピリット
できる子（学生）
にするのが教育」 ―未来を切り開く開拓精神
（ミネルヴァ書房より）

も出
近々中国語で

版予定！

たちばな学園では高校時代に勉強が苦手だっ

た学生でも、全ての学生が双方向対話型の授業を
基本とするアクティブラーニングで本学園の教育

方法を通して学力を伸ばし、社会福祉士・精神保健

福祉士・介護福祉士などの国家試験や公務員試験、
教員採用試験などの各種試験に合格できるような、

優秀な人間に生まれ変わらせる真の教育を実践し、

mission

卒業後の明るい未来を保障することを通して教育
力の高い専門学校として社会に貢献する。
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①博士論文
A case study of Sunshine Collegeʼs policy and administrative
dimensions for teaching conversational English to Japanese students
Nakajima,Tsuneo, Ed.D.
Fordham University,1989
②「二十一世紀の大学教育改革―創立者が語る東京福祉大学・大学院の挑戦（改訂版）」
ミネルヴァ書房
③「新・できなかった子（生徒）をできる子（学生）にするのが教育―私の体験的教育論」
ミネルヴァ書房
④「二十一世紀の高齢者福祉―日本とアメリカ
（第３版）」
ミネルヴァ書房
⑤「二十一世紀の高齢者福祉と医療―日本とアメリカ
（第３版）」
ミネルヴァ書房
⑥「新・社会福祉要説―社会福祉士・精神保健福祉士・認定心理士を目指す人
のための専門科目・関連科目学習ガイド」
ミネルヴァ書房
⑦「保育児童福祉要説―保育士・幼稚園教諭・児童指導員・児童福祉司・
児童厚生員などをめざす人のための専門科目・関連科目学習参考例」
中央法規出版
⑧「教育科目要説・中等教育編―特別支援学校教諭・養護教諭・高等学校教諭
（福祉・公民）
をめざす人のための専門科目・関連科目学習参考例」
ミネルヴァ書房
⑨「教職科目要説・初等教育編―小学校教諭をめざす人のための専門科目・
関連科目学習参考例」
ミネルヴァ書房
⑩「福祉の仕事がわかる本―どんな仕事がありどんな資格が必要か」
日本実業出版社
⑪「社会福祉士・介護福祉士になる法―資格取得の方法から仕事の内容まで」
ミネルヴァ書房

東京福祉大学

理学・作業
名古屋専門学校

保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校

東京福祉大学グループの校章には、
大海を行く
「御朱印船」
がデザインされています。東京福祉大学の学校法人

名にも取り上げられている茶屋四郎次郎は、
本校の創立者の先祖で、
約400年前の江戸時代初期、
まだ海外への
渡航が命がけであった時代に、
この
「御朱印船」
で荒波を乗り越え、
遠くの安南
（今のベトナム）
にまで渡航し、
海外
貿易に従事し、
徳川家康の幕府の成立に協力しました。

また、
「本能寺の変」
のとき、
明智光秀に命を狙われた徳川家康を助けるため、
四郎次郎は家康が襲われずに領

地の岡崎に戻れるように小判をまいて護衛をし、家康の
「伊賀越え」
を助けました。この時、茶屋四郎次郎が徳川

家康の命を助けなかったら江戸時代はなく、
現在の日本も存在していなかったともされています。命がけで未知の

世界に飛び込み、わが国の発展のために尽くした冒険者の精神、
国際的な広い視野、
人のために尽くそうとする
心。そうした精神は、時代が変わった現在でも生きているものだと私たちは考えます。社会変動の激しい21世紀

emblem

に活躍できる、
柔軟で合理的な思考、
国際的な広い視野、
未知の問題に取り組む思考力・創造力とチャレンジ精神、
国民のために尽くそうとする心を持った人材を育成したい。東京福祉大学の学校法人名、
そして校章にデザインさ

れた
「御朱印船」
には、
そういう東京福祉大学グループの願いが込められているのです。
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東京福祉大学グループのルーツは
茶屋四郎次郎（京都出身）の三男、茶屋新四郎が創設した
尾州（名古屋市）茶屋家にあり！
約400年前の江戸時代初期に御朱印船貿易を行っていたことで有名な茶屋家。
その茶屋家の血を引く東京福祉大学グループ創立者（東京福祉大学総長）は
茶屋四郎次郎17代目直孫にあたります。
東京福祉大学の理念には

茶屋四郎次郎の三男である新四郎が貿易商人として成し得た
チャレンジ精神や国際的な広い視野を

今の時代の学生たちに伝えていきたいという創立者の思いが込められています。

茶屋四郎次郎清延夫妻像

徳川家康の幕府成立に協力した、茶屋四郎次郎の精神を現在に伝える
徳川家康の
「伊賀越え」
を助けたことで有名な茶屋四郎次郎は、本学園の創立者の先祖で、当主は
代々
「茶屋四郎次郎」
を襲名する習わしがあります。茶屋は本姓を
「中島」
と称し、清和天皇の流れをく
む武家の名門・小笠原源氏の末流です。
約400年前の江戸時代初期、
まだ海外への渡航が命がけであった時代に、茶屋四郎次郎の三男で
ある茶屋新四郎の息子・新六郎が朱印船船長としてこの
「御朱印船」
で荒波を乗り越え、
遠く安南
（現在
のベトナム）
にまで渡航していました。そして、
海外貿易に従事し、
徳川家康の幕府創立に協力しました。
また、茶屋四郎次郎は織田信長が打ち取られた
「本能寺の変」
のとき、明智光秀に命を狙われる立
場に立たされた家康が自分の領地である岡崎まで脱出する間、茶屋四郎次郎は家康が襲われないよ 茶屋四郎次郎の日記
提供：徳川美術館 蓬左文庫
うに小判をまいて護衛をして道案内をし、
「伊賀越え」
を助けたことで広く知られています。
もし、茶屋四郎次郎がいなかったら、江戸時代も明治維新も、
そして我々が生きているこの21世紀の
世の中も違ったものになっていたことでしょう。命がけで未知の世界に飛び込み、
わが国の発展のために尽くした冒険者の精神、国際的な広
い視野、人のために尽くそうとする心。こうした精神は、時代が変わった現在でも生きているものだと私たちは考えます。
本学園は、茶屋四郎次郎の子孫で、茶屋家第17代当主が創立しました。本学園では、社会変動の激しい21世紀に活躍できる、柔軟で合理
的な思考、国際的な広い視野、未知の問題に取り組む思考力・創造力とチャレンジ精神、国民のために尽くそうとする心をもった人材の育成を
めざしています。校章にデザインされた
「御朱印船」
には、
そういう建学の理念が込められているのです。

丸の内の校舎は徳川家康に仕えた、
豪商茶屋家屋敷跡

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

由縁

創立者の先祖の志を受け継ぎ 、海を越え 、時を越え 、今に生きる学びを

東京福祉大学グループで

「公務員試験」
「国家試験」
合格をめざそう

「日本人特有の教育観では、官庁勤め（公務員）が最高の出世だ」
「世の人心は政府に勤めて役人（公務員）
になることが最高だ」
──「学問のすすめ」福沢諭吉（三笠書房）
より抜粋

茶屋船交趾渡航貿易絵巻〔部分〕

‑YUEN‑

尾州
（名古屋）
の茶屋新四郎長吉は、
尾張徳川家に仕え、
さまざまな事業に携わり
ました。御朱印船貿易も手掛けていましたが、
鎖国後、
海外貿易ができなくなってか
らは新田開発を行いました。名古屋市港区には茶屋新田・後新田という地名が今
日まで残っています。
名古屋城近く、丸の内の尾州茶屋
家屋敷跡には保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校の校舎があり、名古
屋市教育委員会による茶屋新四郎
宅跡に関する立札も立っています。

（ ちゃ や ぶ ね こうちとこう ぼ うえきえまき ）

茶屋新六郎が朱印船船長として長崎を出航し、
インドシナ半島の交趾国（ベトナム南部）
の港町に
着き、
ベトナムの国王に貢物を献上する様子を描
いたもので、朱印船貿易時代の日本人の海外交
易活動状況を知る上での大変貴重な資料。
本絵巻は尾州茶屋初代長意が慶安年間に建
立した情妙寺に茶屋家より納められました。日本
史の教科書にも掲載されています。

丸の内校舎前に立つ名古屋市教育委員会の史跡案内板
茶屋新四郎長吉が行った新田開発の図面
提供：徳川美術館 名古屋市蓬左文庫

名古屋市・情妙寺蔵 紙本着色71.8×511.7cm
愛知県指定文化財。この絵巻は日本史の教科書にも掲載されている。
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国家試験に合格して国家資格を手に働く福祉・医療従事者、
難関の公務員試験を突破して国・都道府県・市区町村に
勤務する公務員
（一般職・福祉職・保育士・幼稚園教諭など）
は、
将来の不安が少なく安定性の高い人気の職業です。

大海を渡る御朱印船をモチーフにした
東京福祉大学グループの校章
東京福祉大学、
そして理学・作業名古屋専門学校、保育・介護・ビジネス名古
屋専門学校の校章には、大海を行く
「御朱印船」がデザインされています。これ
は、未来を切り開く開拓精神＝フロンティア・スピリットをイメージしたものです。

社会が目まぐるしく変化し、
働く環境も大きく変わる中で、

東京福祉大学グループでは、
毎年多くの学生が公務員試験・保育士採用試験・国家試験に合格しています。

東京福祉大学

理学・作業
名古屋専門学校

保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校

東京福祉大学グループとは…

学校法人茶屋四郎次郎記念学園●東京福祉大学［東京（池袋・王子）
・愛知（名古屋市丸の内）
・群馬（伊勢崎）］
学校法人たちばな学園【本学園】
［愛知（名古屋）］●理学・作業名古屋専門学校、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
学校法人サンシャイン学園［東京（池袋）］●東京福祉保育専門学校
14
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めざせる学校・学科・コース

患 者 様 一 人 ひ と りのニーズに 合 わ せ た

治 療 ができ る 理 学 療 法 士 を め ざ して ︒

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

理学・作業名古屋専門学校［理学療法学科］

理学療法士 の魅力
起きあがる、座る、立つなどの基本動作・機能回復を目的に、

運動療法、電気・光線治療、マッサージなどの物理療法を行う理学療法士。
高齢化社会が訪れた現在は、医療現場以外でも福祉施設などに活躍の場が広がっています。
理学療法士とは？

さまざまな物理療法を行うリハビリテーション専門職

理学療法士（Physical Therapist, PT）は、医療従事者の一員であ
り、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士とともに、
リハビリテーショ

01

卒業生インタビュー
理学療法士

Interview with graduates

ン専門職と称されるうちの一つであり、国家資格です。
理学療法士の仕事は、理学療法を受けている患者様、障害者の
方々から「歩けるようになった」、
「回復して退院することができた」、
「ありがとう、良くなりました」などと笑顔を見せてもらえた時に「やり
がい」
を感じます。
身体に障害を抱えてしまった人たちと真正面から向き合い、信頼関
係を築き、一緒になって障害を受け入れ（障害受容）、家族も含めてサ
ポートをします。患者様が本格的な社会復帰をする際は、作業療法士
にバトンタッチしてリハビリを続けます。

理学療法士の就職は？

資格を武器に、安定した生活ができる！

本校には毎年700件を超える求人が来ているため、新卒で就職先
を探す際も一般企業より探しやすい状況にあります。また、諸事情に
理学療法士

川合 ほのかさん

社会福祉法人如水会 豊田若竹病院 勤務
理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科 2020年3月卒業
三重県立四日市農芸高等学校 出身

より転職する場合も、
「理学療法士」の資格を持っていることで、新た
な職場を見つけやすくなります。
また、理学療法士を募集している病院、法人、施設などは決まったエ
リアにあることが多いので、引っ越しを伴う転勤は少なく、安定した生
活ができる傾向にあります。

理学療法士の収入は？

高校生の頃、サッカーの試合でけがをして治療を受けまし
た。そこでリハビリを支援する理学療法士という職業を知り、

学んだことから、患者様に対して治療だけでなくサービスの
提案などもすることができます。

大卒の学歴と資格手当で手取りアップの可能性大！

理学療法士の基本給は一般企業との差はほとんどありません。そして東京福祉大学卒業資格と理学療法士の国家資格を取
ることで2万〜4万円の資格手当が出る病院、施設が多くなっています。

自分もたくさんの人を助けられるようになりたいと思い、理

充実した国家試験対策

学療法士をめざすようになりました。
現在は回復期病棟でリハビリを担当していますが、患者様
一人ひとりに合わせた治療をする難しさを日々痛感していま
す。患者様がどのような機能障害をかかえておられるのか、
その原因は何なのかといったことは、人それぞれ。同じ疾患
の患者様でも一人ひとり異なるからです。
そんななかで、自分の考えをきちんともってリハビリを行
い、
カンファレンスなどでも自分の意見をしっかり言えている
のは、
グループワークやディスカッションの機会が多かった

2020年度実施例

過去問から基礎を習得

傾向を反映した模擬試験

夜間学習で最後の追いこみ

4年次10月中旬から国家試験に過去出
題された問題を元に作成された4つのテ
キスト
（理学療法の基礎について、
理学療
法の治療について、
解剖学や生理学等医
学の基礎について、臨床医学について）
を1コマ約10〜15ページずつ、問題数約
10〜20問を1限目から4限目まで読んで
暗記し問題を解くことを行います。

自分の弱点が分かってき
たら、4限 目 にその日のまと
めや 模 擬 試 験 の 復 習、苦 手
分野の強化にあてます。これ
を12月 中 旬 まで 続 けま す。
11月、12月 に2度 ずつ、医 療
系テキスト出版社の模擬試
験を行います。

12月中旬からは復習、
まとめ、
模擬試験の復習、
過去5年間に国家試験に出題された問題を9割正
答できるまで解き続けます。また、
これまでの1〜4
限に加え夜間学習が始まり、年末年始（一部休み
あり）
も行われます。そして1月からは過去10年間
に国家試験に出題された実地問題をグループで行
い、
より高い点数が取れるよう強化していきます。こ
れを試験日直前まで行い、
本番に備えていきます。

授業のおかげ。併修制度で福祉や社会保障などの知識を
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対 話 型 授 業 で 自 然 と 身 につく 知 識 が

国 家 試 験の 合 格 につな が り ま し た ︒

試験対策の授業ではグループワーク形
式で過去問を復習。ディスカッション形式
の授業で、人に説明することで自分の理
解 度を確 認できましたし、グル ープメン
バーそれぞれが不足している知識をお互
いに補い合うこともでき、いい勉強になり
ました。
本校では授業全般で対話が多く取り入
れられていますが、その対話のなかでな
にげなく知識が身につき、印象的であっ
た部分は長期記憶に。こうしたすべてが、
試験の合格につながったと思います。
在学時の実習では、ケースレポートや
レジュメを書いては指導者の方に何度も
訂正していただいたり助言を受けたりし
ました。いま思い出すと、その訂正や助言

めざせる学校・学科・コース

と感じます。大学のカリキュラムで学んだ
幅広い知識も、臨床の現場で他職種と一
緒に行うチーム医療に役立っています。

理学・作業名古屋専門学校［作業療法学科］

作業療法士 の魅力

患者様が、食事や入浴など日常生活に必要な動作を回復できることをめざす作業療法士。
障害のある方や患者様が生き生きとした生活が送れるよう、
こころのサポートも担います。
作業療法士は、
さまざまな場所でニーズが高まっています。
作業療法士とは？

高齢者の認知症も防ぐ今注目の職業（仕事、職種などでも）
！

作業療法士(Occupational Therapist, OT)は、医療従事者の一員であり、
リ
ハビリテーション業務に従事する専門職で国家資格の一つです。
理学療法士の筋肉や骨をリハビリによって治す仕事とは異なり、指先を使った
作業をさせることで脳を活性化させ、高齢者の知能後退や認知症を防ぐこと、
ま
た障害を持つ患者様の社会適応能力を回復させることなどが主な仕事です。
作業では、歯磨きなどの日常的な動きから、園芸や手芸、陶芸なども行います。
高齢者や患者様の気持ち・状態をよく観察し、目的に応じた作業を選んでリハ
ビリをすることが作業療法士の大変重要な役割です。
少子高齢化の日本ではニーズが高まっており、今若い人達の中でも注目が集
まっている魅力的な職業となっています。

から学んだ考察の仕方や 考えの深め方
は、現在の業務にそのまま生かされている

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

作業療法士の就職は？

多くの求人から希望の職場を選べる！

本校には毎年700件を超える求人が来ているため、
新卒で就職先を探す際も一般企業より探しや
すい状況にあります。また、
諸事情により転職する場合も、
「作業療法士」
の資格を持っていることで、
新たな職場を見つけやすくなります。
また、
作業療法士を募集している法人、
病院、
施設などは決まったエリアにあることが多いので、
引っ越しを伴う転勤は少なく、
安定した生活が営める傾向にあります。

作業療法士

佐藤 栞太さん

社会医療法人聖泉会 聖十字病院 勤務
理学・作業名古屋専門学校
作業療法学科 2019年3月卒業
名古屋経済大学高蔵高等学校（愛知県）出身

作業療法士の収入は？

大卒の学歴と資格手当で手取りアップの可能性大！

作業療法士の基本給は一般企業との差はほとんどありません。そして東京福祉大学卒業資格と作業療法士の国家資格を取
ることで2万〜4万円程度の資格手当が出る病院、施設が多くなっています。

充実した国家試験対策
テキストと過去問で集中的に学習

02
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作業療法士
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4年次10月中旬から2つのテキスト
（基礎医
学について、臨床医学について）
を使用して1限
目から4限目まで学んでいきます。模擬試験も
随時行います。
2週目を過ぎてからは、
「作業療法の治療学
について」
「基礎作業療法学について」
という2
つのテキストを使用して1限目から4限目まで学
んでいきます。模擬試験の復習、国家試験対策
演習も行います。これを11月中旬まで続けま
す。そして、11月に医療系テキスト出版社の模
擬試験を2度行います。

模試の復習、国家試験対策演習

2020年度実施例

11月下旬からは、本番に向けて国家試験に過去出題された問題に
ついて学びながら、模擬試験の復習、国家試験対策演習を行います。
12月には2度にわたり医療系テキスト出版社の模擬試験も行います。

令和元年度卒業生
国家試験合格率

100%
令和2年度卒業生
国家試験合格率

89.5%

本番に向けて週1度の模試を実施

12月中旬からは国家試験に過去出題された問題、国家試験対策演習を中
心に、
これまでの1 〜 4限に加え夜間学習も行い、年末年始（一部休みあり）
も行われます。12月下旬からは国家試験対策演習で集中的に学び、1月に4
度、2月に3度模擬試験を行い、模擬試験の復習を含め、試験日に向け最後ま
で学び続けます。

18
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社会福祉法人コスモス福祉会
障害福祉サービス事業所コスモス 勤務

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
社会福祉学科 社会福祉コース 2020年3月卒業
（2018年3月本校介護福祉学科卒業）
岐阜県立岐南工業高等学校 出身

g r a d u a t e s

活躍の場は公的な機関から民間企業までどんどん広がっています。
社会福祉士とは？

生かした就労訓練を通じて、
その方が働くことにやりがいや

相談者の状況を把握し、適切にアドバイス！

社会福祉士は「ソーシャルワーカー（SW）」
と呼ばれる社会
福祉専門職の国家資格です。子どもから高齢者、障害のある方、
身体的・精神的・経済的な悩みのある生活困難者の方から相
談を受け、日常生活がスムーズに行えるよう支援したり、困って
いることを解決できるように支えたりする専門職です。
社会福祉士の重要な仕事の一つが、相談者が困っているこ
とや抱える悩みをしっかり聞き、一人ひとりの状況を把握しな
がら最適なアドバイスを導き出す「相談援助業務」
です。
社会福祉士は、信頼関係を築いて相談者の人生に深く関わ
るやりがいのある仕事です。それが何よりの魅力です。

社会福祉士の就職は？

公的な機関から民間企業まで、幅広く活躍できる仕事！

相談援助業務自体は国家資格を取得しなくても行うことは
できますが、国家試験に合格しなければ、社会福祉士として仕
事をすることができません。社会福祉士は児童相談所、障害者
支援施設、老人ホーム、病院、市町村役場などのほか、小学校
や中学校などの教育機関でもニーズがあります。
また、福祉サービスを行う民間企業や公的な機関の福祉事
務所などでも社会福祉士が求められています。経験を積んだ

Interview with graduates

ク実習。実習先の障害者施設では、利用者様の能力や強みを

社会福祉士 の魅力
社会福祉士国家試験に合格すると、社会福祉士として活動ができるようになります。

03

私は現在、就労継続支援B型事業所に勤務しています。こ

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校［社会福祉学科 社会福祉コース・心理学コース・保育児童福祉コース］

日常生活をスムーズに送れるよう支援・援助する社会福祉士。

卒業生インタビュー
社会福祉士

の仕事に就くきっかけとなったのが、4年生のソーシャルワー

めざせる学校・学科・コース

子どもから高齢者、障害のある方、生活困難者などが、

この 仕 事 を 通 じ ︑居 場 所 や や り がい を

説田 悠人さん

持つ 利 用 者 様 が 増 え れ ば う れ しいで す︒

社会福祉士・介護福祉士

w i t h

3

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

後は独立開業する道も開かれています。

につながったと思います。
これからも初心を忘れず、仕事に取り組んでいきたいです。

社会福祉士の収入は？

大卒の学歴と資格手当で手取りアップの可能性大！

社会福祉士の基本給はおおむね民間企業と同程度で、東京福祉大学卒業資格を取得することによって基本給のほかに1〜4
万円程度の資格手当が支給される職場もあります。

達成感を感じ、社会参加へとつながるような支援が行われて
いました。私もそんな支援をしたいと考えるようになりました。
本校の国家試験対策では、先生が過去問の解説に加え、

充実した国家試験対策

2020年度実施例

資料をもとに
「出題されやすい内容」
を科目ごとにピックアッ

授業の振り返りをしっかりと

傾向と対策を徹底学習

直前の試験対策も充実

プしてくださいました。そのため、試験勉強を効率よく進める

3〜4年次に開講される
「国家試験
対策講座Ⅰ〜Ⅳ」で、通常の授業で学
んできた内容を振り返り、国家試験問
題とリンクさせ徹底してしっかり学習。
基礎とポイントをたたき込みます。

4年 次には「国 家 試 験 対 策 講 座」に加
え、
「社会福祉研究Ⅰ〜Ⅱ」
も履修。国家試
験対策授業の科目が手厚くなります。
「社
会福祉研究Ⅰ〜Ⅱ」
では過去問や予想問題
を使って、傾向と対策を図ります。

4年生の長期休暇(夏・秋・冬）にも
集中授業を開講。2月の国家試験に
備えます。

ことができました。また先生は、学生が苦手分野を克服でき
るようにと、小テストの結果などをデータ化して
「どの科目の
どの分野が苦手なのか」を具体的に示してくださいました。
これによって自分の実力を認識できたことが、国家試験合格
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めざせる学校・学科・コース

現 場 経 験 を 持つ 先 生 方の 体 験 談 か ら ︑

深い 理 解 と 問 題 を 解 く 力 を 習 得 し ま し た ︒

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校［社会福祉学科 社会福祉コース・心理学コース］

精神保健福祉士 の魅力

人々のこころに寄り添う精神保健福祉士は、高度な知識が求められる専門職です。
多様性（ダイバーシティ）が重視される現代社会において

相手の思いを理解するとともに、社会環境や状況にも目を向けて課題を解決する重要な仕事です。
精神保健福祉士とは？

多様性が重視される現代社会の注目職種！

精神保健福祉士は、精神保健領域に特化した相談援助の専門家で、
「精神科ソーシャルワーカー
（PSW）」
と呼ばれる専門職の国家資格で
す。こころの病により、
さまざまな困難を抱えた人々がその人らしく生
活できるように、生活支援、助言、訓練、社会参加の手助け、環境調整
などを行います。
人々の多様性が重視される現代社会において、精神保健福祉分野
の専門家としてその役割が期待されています。
自分のアドバイスをきっかけに患者様の心から不安や悩みが少し
ずつ晴れていくのを感じられたときは、精神保健福祉士も大きな歓び
を感じられるでしょう。

精神保健福祉士の就職は？

病院以外にも各種施設で需要が高まる！

精神保健福祉士のニーズは高まっていて、精神科病院や心療内科、

精神保健福祉士・社会福祉士

山里 奈津紀さん

医療法人静心会 桶狭間病院藤田こころケアセンター 勤務

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
社会福祉学科 社会福祉コース 2018年3月卒業
沖縄県立那覇商業高等学校 出身

04

卒業生インタビュー
精神保健福祉士

また、障害者福祉施設や、障害者の相談に応じる相談支援事業所、
共同生活援助（グループホーム）
でもニーズがあります。

Interview with graduates

在学中に専門科目を担当してくださったのは、現場経験の

看 護 師、作 業 療 法 士、行 政 機 関などの 多 職 種で 協 働 する

ある先生でした。授業では“生の現場体験”を聞くことができ、

「チーム医療」で患者様とそのご家族に向き合い、支援する

授業内容と照らし合わせることでより深い理解につながりま

クリニック精神科病院など活躍の場が多くあります。

ことにやりがいを感じる日々です。

精神保健福祉士の収入は？

大卒の学歴と資格手当で手取りアップの可能性大！

精神保健福祉士は国家資格なので、基本給のほかに本校で東京福祉大学卒業資格を取得することによって1〜4万円程度の
資格手当が支給される職場もあります。正社員／正規職員以外に非常勤での採用も多く、仕事と家庭を両立させるなど、
ライフ
スタイルに合わせた働き方を選択できます。

した。このことが、問題を解く力につながったのではないか

充実した国家試験対策

と思います。
試験勉強は辛く、何度もくじけそうになりました。しかし、
共に試験合格をめざした仲間の存在や、先生方から受けた

2020年度実施例

社会福祉学科で取得できる精神保健福祉士国家試験受験資格は、希望者のみの取得資格。資格希望者は精神

令和2年度卒業生
国家試験合格率

100%

たくさんのサポートに結果で応えたいという気持ちが生まれ、

保健福祉士課程の追加履修が必要です。国家試験対策は以下の通り行っています。

最後まで努力することができました。今の自分があるのは、

社会福祉士と共通科目の受験対策

精神保健福祉士専門科目の受験対策

精神保健福祉士の国家試験は社会福祉士の国家試験と
の共通科目が半数以上。共通科目は社会福祉士国家試験を
受験する学生と一緒に対策講座を受講します。

精神保健福祉士専門科目の授業内で、専任教員の受験
対策指導を受けながら国家試験合格をめざします。

試験直前までサポートしていただいた、あの時間があったお
かげです。
現在は精神科病院の大卒のケースワーカーとして働いて

令和元年度卒業生
国家試験合格率

85.7%

います。患者様ごとにさまざまな課題がありますが、医師や

21

22

I n t e r v i e w

w i t h

5

g r a d u a t e s

05

めざせる学校・学科・コース

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校［介護福祉学科］

介護福祉士 の魅力

介護福祉士は、高齢社会において急速に需要が高まっている注目職種です。

卒業生インタビュー
介護福祉士

高齢者の暮らしを支えて、自立に向けた支援を家族と共に実践するなど
介護福祉士に求められることも、広がってきています。
介護福祉士とは？

Interview with graduates

介護が必要な方と介護者、両方から頼りにされる仕事！

介護福祉士は「ケアワーカー（CW）」
と呼ばれ、介護が必要な方に
食事、入浴、歩行などの生活行為をサポートする国家資格です。また、

授 業 で 培った 対 話 力 が 生 き る 仕 事 ︒

利 用 者 様の 笑 顔 に や り がい を 感 じ ま す︒

介護者からの相談に対して介護方法などのアドバイスを行うのも大切
な仕事です。介護に携わる仕事としてヘルパーもありますが、介護福
祉士は国家資格を取得した人だけが名乗れる、社会的信用が大きな
職種です。
介護を必要としている人を適切にサポートすることで、積極性が増
したり、いきいきとした暮らしぶりに変わる様子を間近で見るのは何
よりの喜びとなるはずです。また、介護を必要とする人の家族から大
きな信頼を得られることも、仕事のやりがいとなります。
介護福祉士の就職は？

景気に左右されにくい、安定職種！

国家試験に合格して介護福祉士になると、長く仕事を続けられるの
が大きなメリットです。景気に左右されにくい仕事でもあるので、安
定感を重視したい人にも適しています。
介護福祉士

長瀬 遥さん

医療法人慈照会 介護老人保険施設
第二ハートフルライフ西城 勤務
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
介護福祉学科 2019年3月卒業
高山西高等学校（岐阜県）出身

主な勤務先は特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護付き
有料老人ホーム、デイサービスセンターなどで、訪問介護事業所で介
護が必要な方の自宅を訪れる働き方もあります。
今後ますます進む少子高齢社会の中で、介護福祉士はますます必
要となる仕事です。
介護福祉士の収入は？

資格を複数取得して収入アップ！

介護福祉士は基本給のほかに1〜2万円程度資格手当が支給される職場も多いです。また、現場での経験を積むと同時に他
高校3年のとき、脳梗塞で倒れた曾祖母を熱心にみてくだ
さった介護福祉士さんの姿に強く感動し、
この仕事をめざす

学校に入ってよかったと思うこと。これからもたくさん経験を

の資格を取得することで仕事の幅が広がり、収入アップも期待できるようになります。

積んで、成長したいです。

ようになりました。現在は認知症フロアで介護福祉士として

充実した国家試験対策

働いています。ここでは他職種連携を大切にしており、利用
者様に対していい介護ができるよう、皆で話し合いながら介

2020年度実施例

平成29年度
〜令和2年度
日本人卒業生
国家試験合格率
4年連続

100%

全員受講の国試対策授業

2年次夏休みの過去問攻略

300問以上ある問題集を徹底的に解き、正答の理由もまと
めます。

本校の対話型授業で学んだコミュニケーションを生かせて

1年次後期から始まる
「受験対策」の授業で過去問や模試
の問題をくり返し解答します。解答のパターンを理解すること
を通して徹底的に暗記できるようにします。2年次の後期から
は週7コマの「受験対策」
で暗記した内容の定着を図ります。

いると感じます。

自宅学習の徹底

護にあたっています。自分より背の高い方の移乗介護がな
かなかうまくできないなど、難しさを感じることもありますが、
利用者様のご家族に介助の内容などをお伝えする際には、

いま思うと、
この学校で学んだ学生生活は、恵まれた環境
であったと思います。何より、同じ夢に向かってがんばる仲

担任の先生の手厚いサポートの元、自宅学習を徹底し
「受験
対策」の授業で学んだことを振り返ります。

外部模試で実力確認
2年次の10〜12月は外部の模擬テストを3回受験。自分の
弱点を確認しながら
「受験対策」の授業で直前対策に生かし
ていきます。

間たちと勉強や実習の時間を過ごすことができたのが、
この
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めざせる学校・学科・コース

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校／理学・作業名古屋専門学校
※公立病院もめざせます

I n t e r v i e w

w i t h
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福 祉 と 強 く 結 びついてい る 行 政の 仕 事 ︒

授 業 で 得 た 学 び が 力 に なってい ま す︒

私がこの仕事を志したきっかけは、
まさ
に本校の授業。国家試験対策では、各種
法制度を学ぶなかで制度の深い内容や
運用に興味がわきました。そして社会福
祉協議会や区役所に実習に行ったことで、
行政と福祉の結びつきやその業務により

公務員 の魅力

広く国家・国民のために奉仕するという大きなやりがいのある公務員。
そして、民間企業とは異なる待遇や安定性から、国家公務員、地方公務員は人気の職業です。
2021年はコロナウイルス感染症の感染拡大により、業績悪化の影響から就職内定の取り消し、雇い止め等の問題が起きています。
地方公務員や幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員・公務員保育士といった公務員職等においてはそういった不安もなく安心し
て就職し働くことができます。本校では一生安心して生活できる道、公務員合格に向けた対策授業に取り組んでいます。

興味がわいたのです。
行政職の仕事は、法律や条例などの決
まりごとを理解し、それを踏まえて市の対
応方針を決める必要があります。そのた
めには、法律を理解する読解力、運用を判
断する判断力、意見や決定事項を人にわ
かりやすく伝える力が不可欠。そこでは、
本校の対話型授業で培った考える力や伝
える力、
レポート作成などで身についた読
解・作文力などがとても役に立っています。
行政は、福祉という分野と幅広く関わっ
ており、福祉サービスは対象者の方々の
生活の一部を担うものです。私は福祉の

公務員のメリット 1

て成長したいです。

国民や住民に奉仕するためにあります。そのため、公務

花妻 信さん

名古屋市役所 勤務

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
社会福祉学科 社会福祉コース 2010年3月卒業
愛知県立犬山南高等学校 出身

公共のために
仕事ができる

員は４月の採用時に「日本国憲法をもとに、住民全体の
奉仕者として、仕事に邁進すること」
を宣誓し、署名します。
右のグラフは国家公務員として採用された職員に行った
事をすることにやりがいを見出しているのがわかります。

性格・能力が
適している

行われることもありますが、公務員は不景気を理由に解
雇されることはありません。

公務員のメリット 2

65.3%

スケールの大きい
仕事ができる

アンケートの結果です。多くの人が広く人々のために仕
民間企業では景気が悪くなると人員整理やリストラが

67.9%

仕事にやりがい
がある

専門知識が
活かせる

48.2%
31.5%
23.2%

職場の雰囲気
がよい

12.8%

キャリア形成と
して有効である

11.9%

堅実で生活が
安定している

11.9%

人事院「2019年度の新規採用職員の意識〜
総合職試験等からの新規採用職員に対する
アンケート調査の結果の概要〜」
より

勤務条件が整っている！

公務員は働き方が民間企業の手本となることが
求められます。そのため、勤務条件が整っているの

社会福祉士・精神保健福祉士

■ 国家公務員になろうとした主な理由（３つ選択）

公務員にはさまざまな職種が存在しますが、すべては

あらゆる分野を経験し、特定の知識に偏
ることのないソーシャルワーカーをめざし

大きなやりがいを感じられる！

が特徴です。勤務時間は、8時30分から17時15分ま
での7時間45分となっています。また、年間休日、有
給休暇の取得日数と合わせても民間企業より10日
ほど多くなっています。
公務員は休暇の制度も充実しています。たとえば
出産時は公務員・民間企業ともに特別休暇を取得

■ 育児のための主な制度
育児時間

公務員は最長3年、
民間大企業は1年が多い。

● 勤務時間の始めか終わり
（〜2時間）
の

無給休暇（子が未就学まで）

育児休業
● 一定期間の休業
（子が3歳まで）
（無給）

育児短時間勤務
● 短い勤務時間
（4時間55分×5日等数

パターン）
での勤務
（子が未就学まで）

子の看護休暇 育児参加のための休暇
● 日又は時間単位の有給休暇

● 子の看護休暇：1年に5日
（子が2人以上

であれば10日）
（子が未就学まで）
育児参加休暇：5日
（妻の産前産後期間）

できますが、公務員は産前の休暇を2週間延長でき
る制度があります。
公務員のメリット 3
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卒業生インタビュー
公務員

Interview with graduates
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給与・賞与が充実！

公務員は民間企業の一般的な正社

■ 地方公務員（一般行政）
の平均月収例

員と比べ、初任給、平均給与ともに東
京都職員の方が高くなっています。
民間企業は不景気になるとボーナ
スが支給されなかったり、給与がカッ
トされるケースもあります。一方で公
務員の仕事は利益を上げることを目
的にしておらず、景気の影響を受けづ
らいのが特徴です。

初任給

35歳

45歳

50歳

18万6000円

33万5000円

39万2000円

41万1000円

諸手当 20％*

3万7200円

6万7000円

7万8400円

8万2200円

賞与（月割）基本給与×4.5か月/12**

6万9750円

12万5625円

14万7000円

15万4125円

29万2950円

52万7625円

61万7400円

64万7325円

基本給与

給与合計

平均年間給与***：660万8000円
*基本給与月額に対する平均諸手当割合が20.4％との報告により20％で算出
参考資料：総務省「令和元年地方公務員給与の実態」
など

**平均賞与は4.5か月で算出

***平成30年給与
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小学校教諭

公立の学校で子どもたちを教える教員公務員。

名古屋市立志段味東小学校 勤務

公務員としてのメリットも多い、安定感のある職種でもあります。

子どもたちの成長を見守るやりがいのある仕事であると同時に、

山本 和人さん

東京福祉大学名古屋キャンパス
教育学部 教育学科 2015年3月卒業
愛知県立昭和高等学校 出身

本 学の 実 技 授 業 で 学 ん だ こ と が ︑

授 業 を 組 み 立 て る 時の 参 考 に なってい ま す︒

07

Interview with graduates

子どもの頃から小学校の先生に憧れていました。そして、

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校［社会福祉学科 教育学コース］

教員公務員 の魅力

g r a d u a t e s

卒業生インタビュー
教員公務員

めざせる学校・学科・コース

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

2021年はコロナウイルス感染症の感染拡大により、業績悪化の影響から就職内定の取り消し、雇い止め等の問題が起きています。
地方公務員や幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員・公務員保育士といった公務員職等においてはそういった不安もなく安心し
て就職し働くことができます。本校では一生安心して生活できる道、公務員合格に向けた対策授業に取り組んでいます。

教員公務員のメリット 1

昇進＆成長のチャンスがある！

向上心があり、実力を発揮したい人には、公平な昇進
の制度があります。しかも、チャンスは男女平等で、能力・
業績主義に基づく任用制度が整備されています。そのた

しっかりと見極めて、時代に合った教育を行っていきたいと

ことで、本気で小学校教諭になることを決意しました。

思います。

教員採用試験対策では、
小論文の指導、
個人面接や集団面
接を行っていただいたことで、
何を大切にして試験に臨めばい
いかを考えることができました。また、小学校で働いていた教
授に実際経験されたことや授業の準備で大切にしていること
など、
さまざまな話をしていただいたことが役立ったと思います。
私は授業内容を組 み立てる際、学生時代に実技授業で

44歳未満

主任教諭歴
2年以上
44歳未満

教育管理職選考B

39歳以上
54歳未満
主任教諭歴
主幹教諭・指導教諭歴3年以上
2年以上
50歳以上60歳未満
46歳以上
54歳未満
主幹教諭・指導教諭
主任教諭歴2年以上
34歳以上58歳未満

4級職選考
主任教諭

教職経験8年以上30歳以上
60歳未満

主任教諭選考
教諭

教員公務員のメリット 2

さまざまな休暇・休業制度がある！

労働基準法では、年次有給休暇は「雇用した日か
ら6カ月間継続勤務して8割以上出勤した者に１年
に10日付与しなければならない」
と定められていま
す。しかし、教員公務員は1年目から20日間も取得
が可能です。

度の残りの10日間と合わせて30日間も有給休暇が
取れます。また、必要に応じて、
さまざまな休暇を取
得することも可能です。
教員公務員のメリット 3

■教員公務員の主な休暇・休業制度

有 給 休 暇：1年目から20日間取得可能

病 気 休 暇：必要と認められる期間（90日以内は有給）
介 護 休 暇：180日以内（時間減額）

生 理 休 暇：必要な期間
（2日以内は有給）
災 害 休 暇：7日以内
夏 季 休 暇：5日以内

育 児 部 分 休 業：小学校就学前1日2時間以内
（時間減額）
長 期 勤 続 休 暇：2日
（15年勤続）、5日
（25年勤続）

給与・賞与が大企業並み！

公務員の給料の算定基準は、国が

■ 地方公務員（小中学校教育職）
の平均月収例

従業員数50人以上の企業1万社の給
料を調査し、それと同等にしています。
教員公務員はそれに加えて4％の教職
調整手当がついており、一般の公務員

行った内容を参考にしています。授業がスムーズに進んだ

よりも初任給は高い傾向にあります。

時は自分の成長を実感できますし、本学で学んでよかったと

また、教 員 公 務 員の賞 与は自治 体

感じます。これまで学習に苦手意識をもっていた児童が楽し

の業績に応じて支給されるわけでは

そうに学習に取り組むようになった姿を見ると、
この仕事を

校長職候補者選考 59歳未満

教育管理職選考C

れています。

10日間だけ有給休暇を使った場合、2年目には前年

東日本大震災のボランティアとして被災地で児童と関わった

教育管理職選考A

また、勤務中に受けられる研修がたくさんあります。教
ことが期待され、そのために役立つ研修が数多く用意さ

副校長歴3年以上

指導主事

が可能です。
員公務員は、教師として、
また職業人として成長し続ける

校長
副校長

め、公平公正な選考によって、キャリアアップを図ること

年次有給休暇は繰り越しもでき、例えば１年目に

選んでよかったと心から感じます。これからも不易と流行を

■教員のキャリアアップ
※平成29年4月1日現在の制度です
※年数、年齢は全て年度末現在

ないので、景気に左右されません。

初任給

35歳

45歳

20万8000円

37万6000円

42万1000円

43万円

諸手当 14％*

2万9120円

5万2640円

5万8940円

6万200円

賞与（月割）基本給与×4.5か月/12**

7万8000円

14万1000円

15万7875円

16万1250円

31万5120円

56万9640円

63万7815円

65万3250円

基本給与

給与合計

50歳

平均年間給与***：688万6000円
*基本給与月額に対する平均諸手当割合が14.3％との報告により14％で算出
参考資料：総務省「令和元年地方公務員給与の実態」
など

**平均賞与は4.5か月で算出

***平成30年給与

※現在東京福祉大学名古屋グループで教員免許状が取得できるのは、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校の社会福祉学科教育学コース
（東京福祉大学教育学部教育学科学校教育
専攻通信教育課程と併修）
のみです（東京福祉大学名古屋キャンパス教育学部教育学科通学課程では取得できません）。
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めざせる学校・学科・コース

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学 校 法 人 たちばな 学 園 で めざ せる人 気 の 仕 事

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校［社会福祉学科 保育児童福祉コース］

大卒 保育士・

幼稚園教諭 の魅力

卒業生インタビュー
大卒保育士

保育士・幼稚園教諭になるために短大や専門学校で学ぶ人がいますが、
大卒資格を取得して保育士や幼稚園教諭になる人もいます。

Interview with graduates

大学だと、修業時間が長いことで公務員保育士になるために対策する時間を
しっかり取れることなど、メリットもたくさんあります。

子 ど も の 成 長 に 寄 り 添い ︑保 護 者 に

信 頼 し てい た だ け る 保 育 士 を め ざ し て ︒

大卒保育士・幼稚園教諭の特長 1

公務員の保育士・幼稚園教諭をめざしやすい！

公務員の保育士や幼稚園教諭になるためには、採用試験に合格しなくてはなりません。大卒資格を有する人は学ぶ時間が長
い分、専門知識を深める事ができ、
その分採用試験に有利となります。
法定労働時間を超えて勤務する長時間労働が問題視されるケースもありますが、公務員の勤務時間は8：30 〜 17：00までの
７時間45分（休憩45分）、週38時間45分と決められています。

大卒保育士・幼稚園教諭の特長 2

短大卒・専門学校卒の保育士より給与が高くなるケースも！

一般的に大卒は短大卒や専門学校卒の人より給与が高くなることが多いですが、保育士は給与が変わらないケースが多い
と言われてきました。しかし保育士不足が言われる昨今では、条件や待遇をよくして人材を確保しようとする園も増えています。
幼稚園教諭は大卒、短大卒や専門学校卒では取れる免許が変わるので、大卒の方が有利と言われています。
公務員の保育士や幼稚園教諭は民間施設に比べて給与面でも優遇されています。年収は年齢とともに上昇し、年２回のボー
ナスはほぼ確約。退職金も保証されています。

保育士・幼稚園教諭

大倉 由里奈さん

将来の給料のイメージ

社会福祉法人福寿会 あおぞらこどもえん 勤務

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
社会福祉学科 保育児童福祉コース
名古屋大谷高等学校（愛知県）出身

2018年3月卒業

■ 大卒保育士の平均月収・年収例
初任給*
保育士

中学生の頃から子どもが好きで、子どもに接する仕事を志
すようになりました。在学中の施設実習で現場を知り、保育
士になろうと決心しました。
大卒資格も取れる本校に入ってよかったと思うのは、4年
間かけて焦らずゆっくりと保育の専門性について学べたこ
とです。現場に出た後も、大学の単位を取得できたことが強
みになっていると感じています。また、私はピアノが苦手でし
たが、授業は自分のペースで受けることができました。
保育士として実際に現場に出ると、書類を書く場面が多く
なります。けれど、在学中毎日のようにレポートを書き続けて
いたため、書くことに自然と慣れていたことが役立っています。
保育園では、製作の準備や書類の作成、子どもの状況把

です。でも、子どもたちの成長や笑顔を間近で見ると、保育
士をやっていてよかったなと思えます。

主任保育士
施設長

給与（手当、賞与込み）

年収

24 万 9000 円
30 万 4000 円
56 万 2000 円
63 万 3000 円

298 万 8000 円
364 万 8000 円
674 万 4000 円
759 万 6000 円

給与（手当、賞与込み）

年収

*初任給は短大卒データ
参考資料：総務省「令和元年地方公務員給与の実態」、厚生労働省：
「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」など

■ 地方公務員（幼稚園教諭／大卒）の平均月収・年収例
初任給
教諭（35歳）
主幹教諭（45歳）
教頭（50歳）

28 万 1000 円
37 万 9000 円
53 万 8000 円
57 万 6000 円

337 万 2000 円
454 万 8000 円
645 万 6000 円
691 万 2000 円

※年齢別データがないため、教諭（35歳）、主幹教諭（45歳）、教頭（50歳）と設定
参考資料：総務省「令和元年地方公務員給与の実態」、厚生労働省：
「令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」など

握など、複数の仕事を同時に進めないといけないのが大変
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全 国トップクラス の 合 格 者 数 が 自 慢 で す

未 来にはばたく

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校等東京福祉大学グループでは

東京福祉大学グループ生たち

318
社会福祉士・精神保健福祉士

国家試験合格者数

令和2年度実績

に入る合 格 者 数
4
ト
ス
計
合
ベ
校
プ
ー
全 国グル

で す！

※東京福祉大学グループとは、東京福祉大学、東京福祉保育専門学校、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校、理学・作業名古屋専門学校をさす。
※いずれも厚生労働省報道発表資料をもとに集計。

名

133 185
● 社会福祉士国家試験合格者数

令和2年度実績

● 精神保健福祉士国家試験合格者数

令和2年度実績

名

名

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校の合格率

● 第32回社会福祉士国家試験合格率

43.8 %

令和元年度
卒業生実績

全国平均合格率

29.1%

● 第33回社会福祉士国家試験合格率
令和2年度
卒業生実績

25.0 %

全国平均合格率

28.7%

● 第23回精神保健福祉士国家試験合格率
令和2年度
卒業生実績

100 %

全国平均合格率

55.5%

● 第22回精神保健福祉士国家試験合格率
令和元年度
卒業生実績

85.7%

全国平均合格率

54.0%

● 第32回社会福祉士国家試験・
第22回精神保健福祉士国家試験W合格率
令和元年度
卒業生実績

83.3 %

● 第33回社会福祉士国家試験・
第23回精神保健福祉士国家試験W合格率
令和2年度
卒業生実績

50.0%

●第30回〜第33回介護福祉士国家試験合格率
平成29年度〜令和2年度
日本人卒業生実績

100 %
４年連続合格率100%
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東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

多くの 学 生 が 夢 を 実 現して 社 会 で 活 躍して い ま す

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士国家試験、公務員試験、教員採用試験に向けて、
理学・作業名古屋専門学校では理学療法士・作業療法士国家試験に向けて、
独自の対策講座をそれぞれ実施しています。

51 32
教員採用試験合格者数

令和2年度卒業生実績

公務員試験合格者数

令和2年度卒業生実績

名

33名
養護教諭………………………… 7 名
特別支援学校教諭……………… 10 名
中学校・高等学校英語教諭……… 1 名
小学校教諭………………………

18名
保育・児童系… 2 名
行政職・事務職… 7 名
福祉系………

名

自衛官………

警察官………
理学療法士…

3名
１名
1名

※東京福祉大学（伊勢崎・王子・池袋キャンパス）の実績です。

理学・作業名古屋専門学校の合格者・合格率

20

● 理学療法士国家試験合格者数

令和2年度卒業生実績

名

● 第55回理学療法士国家試験合格率

88.5 %

令和元年度
卒業生実績

全国平均合格率

86.4%

● 第56回理学療法士国家試験合格率
令和2年度
卒業生実績

74.1 %

全国平均合格率

79.0%

17

● 作業療法士国家試験合格者数

令和2年度卒業生実績

名

● 第55回作業療法士国家試験合格率
令和元年度
卒業生実績

100 %

全国平均合格率

87.3%

● 第56回作業療法士国家試験合格率
令和2年度
卒業生実績

89.5 %

全国平均合格率

81.3%
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難関の国家試験・公務員試験・教員採用試験の合格に向けて、過去問を徹底分析。

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

理学・作業名古屋専門学校

充実した国試サポート体制
1年次

2年次

国家試験

◆受験対策
●前期から国家試験対策講座を開講
●後期から試験対策講座の開講が増え、土
曜日に集中講座を開講
●３度の模擬試験で、実力を把握し、弱点の
克服に努める

●過去問題の内容についても意識した授業
を展開
●後期から国家試験対策講座を開講

試験日
1月下旬
（2年次に卒業見込みで受験）

3年 次

●普段の授業で基礎的な
力を身につける

◆国家試験対策講座
（共通科目）
●これまでよりも、
より具体
的に過去問題や練習問
題を使用した授業

4年次
◆国家試験対策講座
（共通科目・専門科目）
◆国家試験模擬試験
●長期休暇期間（夏休み、冬
休み）にも集中講義を開講
●幅広い知識が必要とさ
れる国家試験に合格す
るための効果的な授業

国家試験
試験日
２月上旬
（４年次に卒業見込みで受験）
合格発表
３月中旬

●普段の授業で基礎的な
力を身につける

公務員試験

◆公務員試験対策講座
●教養教科対策のための授業
●保育専門教科対策のための授業
●福祉専門教科対策のための授業
●筆記試験だけでなく面接試験対策のための授業

都道府県、市町村によって
試験日程はさまざまで、筆
記試験では専門教科が課
されないところも有り。
（４
年次に卒業見込みで受験）

2〜4年次

一次

◆教員採用試験対策講座
●筆記（一般・教職教養科目、専門科目）、論作文対策のため
の授業
●実技試験、面接試験対策の授業

採用試験

試験日：７月上旬〜７月下旬
（４年次に卒業見込みで受験）
合格発表：７月下旬〜9月上旬

二次

試験日：8月上旬〜9月下旬
（一次試験合格者が受験）
合格発表：9月中旬〜10月下旬
１月下旬〜３月上旬

※都道府県、市町村により日程が異なる場合があります。

33

●国家試験の過去問題を
取り入れた授業・課題
を展開

3年次

前期 週2コマ（32回）
後期 週2コマ（32回）

4年次

「国家試験対策講座Ⅲ」
（社会福祉専門科目）

前期 週2コマ（32回）
後期 週2コマ（32回）
前期 週2コマ（32回）
後期 週2コマ（32回）

「社会福祉研究Ⅰ」
（国家試験（共通科目）問題演習）

後期 週1コマ（16回）

「社会福祉研究Ⅱ」
（国家試験（社会福祉専門科目）問題演習）

後期 週1コマ（16回）

授業内容
過去問演習を中心とした
傾向と対策をはかる授業
です。4年生からは授業
時間数も増えて充実した
カリキュラムとなっていま
す。また、試 験 直 前 にな
ると長期休暇期間中にも
集中授業を実施します。

■ 国家試験対策（精神保健福祉士）
1年次

2年次

3年次

前期 週２コマ(３２回）
後期 週２コマ（３２回）

国家試験対策講座Ⅳ（精神保健福祉専門科目）

4年次
前期週２コマ(３２回）
後期週２コマ（３２回）
前期週１コマ(１６回）
後期週１コマ（１６回）

「社会福祉研究Ⅰ」
（国家試験（共通科目）問題演習）

後期週１コマ（１６回）

「社会福祉研究Ⅱ」
（国家試験（精神保健福祉専門科目）問題演習）

後期週１コマ（１６回）

4年次
◆国家試験対策講座
◆国家試験模擬試験
●受験日直前の２月下旬ま
で開講
●長期休暇期間（冬休み）
にも集中講義を開講
●平日夜間、土曜・日曜・祝
日も開講

「教養基礎演習Ⅰ」

授業内容
過去問演習を中心とした
傾向と対策をはかる授業
です。
４年生からは授業
時間数も増えて充実した
カリキュラムとなっていま
す。
また、試験直前になる
と長期休暇期間中にも
集中授業を実施します。

国家試験
試験日
２月下旬〜３月上旬
（４年次に卒業見込みで受験）
合格発表
３月下旬

1年次

2年次

3年次

前期 週1コマ（16回）

「一般教養対策講座Ⅱ（人文科学）」

後期 週1コマ（16回）

「教養演習Ⅰ（自然科学）」

前期 週1コマ（16回）

「教養基礎演習Ⅱ」

前期 週1コマ（16回）

「教養演習Ⅱ（人文科学）」

後期 週1コマ（16回）

「保育採用試験対策Ⅰ」
（保育専門科目）
「保育採用試験対策Ⅱ」
（保育専門科目）
「保育採用試験対策Ⅲ」
（保育専門科目）
「保育採用試験対策Ⅳ」
（保育専門科目）
「福祉採用試験対策」
（社会福祉専門科目）

4年次

授業内容

後期 週1コマ（16回）

「一般教養対策講座Ⅰ（自然科学）」

「教養演習Ⅲ（社会科学）」

理学療法士・作業療法士国家試験対策＜理学療法学科・作業療法学科＞
●通常授業で医療の基礎
知識・学力を身につける
●１年次から模擬 試 験 開
始（模擬試験は１〜３年
次で実施）

2年次

「国家試験対策講座Ⅰ」
（共通科目）

2020年度例

3年 次

1年次

■ 公務員試験対策（保育士・社会福祉士等）

採用・赴任校
の決定

1〜2年次

2020年度例

2020年度例

教員採用試験対策＜社会福祉学科＞

●普段の授業で基礎的な
力を身につける

■ 国家試験対策（社会福祉士）

国家試験対策講座Ⅱ(共通科目)

2〜4年次

1〜2年次

学校法人たちばな学園では、多くの学科で全国平均よりも高い合格率を誇っています。

国家試験対策講座Ⅰ(共通科目)

公務員試験（保育士を含む）対策＜社会福祉学科＞
1年次

在学中の間で、基礎力から応用力、面接に向けた対策まで行います。

「国家試験対策講座Ⅱ」
（共通科目）

合格発表
３月下旬

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験対策＜社会福祉学科＞
1〜2年次

各科目の重要ポイントを無駄なく学修する、独自の対策講座を実施し、得点力を身につけ、

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校の充実した試験対策

介護福祉士国家試験対策＜介護福祉学科＞
●普段の授業の中で試験科目を基礎から学習

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

学校法人たちばな学園の

後期 週1コマ（16回）

1年次から教養科目
を基礎から学び、学
年が進行するにつれ
て専門科目を体系的
に学びます。

各自治体の出題傾
向をつかんだ過去問
演習の授業です。ま
前期 週1コマ（16回）
た、4年 次 に は 願 書
-- 2次
の書き方指導や
後期 週1コマ（16回）
試 験 対 策として、面
前期 週1コマ（16回）
接や小論文対策授
前期 週1コマ（16回） 業も実施します。
前期 週2コマ（32回）

※万一合格できなかった場合、
卒業後も対策講座が受講できる
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私たち

と思います。
ると思いま
らも学ぶことはたくさんあ
大阪 市役 所に入職してか
守っていける職業
を活かし、市民の幸福を
す。培った経験や 知識
す。
人をめざしていきたいで

公務員
試験に
合格！

古田 裕也さん

屋専門学 校
保育・介護・ビジネス名古
ース
社会 福祉学科 心理学コ
2021年3月卒 業
キャンパス（愛 知県）出身
鹿島学園高等学校 一宮

理学療法士
国家試験
に合格！

職
大阪市職員 社会福祉

信頼できる先生や職員の方々に、
最後までしっかり支えていただきました。
高校時代に参加したオープンキャンパスがとてもアット
ホームで、先生方と学生の距離の近さを感じました。きっ
と学生は先生方を信頼しているのだと感じ、入学を決めま
した。これは卒業した今も間違いではなかったと思います。
本格的な国家試験対策はすべての実習が終わった4
年の10月からでしたが、入学式のオリエンテーションで先
生から
「国家試験のカウントダウンはもう始まっている」
と
理学療法士

安井 高宏さん
理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科 2021年3月卒業
東邦高等学校（愛知県）出身

社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 勤務
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言われたことが頭にあり、最初から日々の勉強の復習や
テスト対策を真面目に取り組みました。４年間を通して
の学びで自分自身に自信が持てたので、試験当日は落
ち着いた気分で挑むことができました。先生も職員の
方々も学生をしっかり支えてくれます。ぜひ本校で学
んでみてください。

学校の勉強でどんなことが役だったのか、
先生やスタッフのサポートはどうだったかなど
試験合格に向けた学校法人たちばな学園のサポートについて
伺いました。

先生方の根気のある指導で、
安心して試験に臨めました。
社会福祉について学ぶ中で、精神障害についての正しい知識の普及啓蒙がした
いと思い、公務員を志望しました。本校は授業でディスカッションが多く行われると
知り、講義を聞くだけの授業より自分に合っていると感じ進学しました。
国家試験を意識して勉強し始めたのは4
年生の4月ごろ、公務員試験対策に取り組
んだのは5月ごろからです。コロナウイル
スによる自粛期間でしたが、先生方は授業
時間外でもメールや電話でサポートしてく
ださったので、分からない問題をそのまま放
置することなく勉強を進めることができました。
本校は公務員試験や国家試験のサポートが
手厚いだけでなく、対策授業も私たちが分かる
まで根気よく教えてくださいます。これからは市

！
しい
て嬉
でき
合格

した。本校
学び たいと考えていま
高校 卒業 後は心理 学を
ました。また、東京
らないところに惹かれ
費が 公立とさほど変わ
られることが進学
で大学の卒業資格も得
福祉大学との併修制度
。
の決め手になりました
験の 過去 問
してい た大 阪市 の専 門試
公務 員試 験対 策は 希望
に1年ほど前 か
など、一般 教養 の過 去問
や、数的 推理・判断 推理
推理をどのよう
たちが数 的推 理や 判断
ら取り組 みました。先生
くださいました。ま
かをていねい に教えて
に考えれ ば早く解ける
適切 に指 導して
ころを直 せばいいかも
た、面接ではどのようなと
挑むことができた
おか げで 本番 に全 力で
いただきました。その

頑張りました！

いに教 わり、
ね
い
て
を
方
え
考
の
題
問
めました。
公 務 員 試 験 に全 力 で 挑
は学

東京福祉大学グループで
﹁公務員試験﹂﹁国家試験﹂合格をめざそう

公務員試験・国家試験
に合格しました！

公務員試験・国家試験に合格し、夢に一歩近づいた学生たち。

公務員試験
精神保健福祉士
国家試験
に合格！

民のみなさまに寄り添い、公務員と市民が協力し
てより良い町づくりに貢献できたらと思います。

精神保健福祉士

山田 麻未さん

作業療法士
国家試験
に合格！

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
社会福祉学科 心理学コース
2021年3月卒業
愛知県立阿久比高等学校 出身

名古屋市職員

社会福祉職

暗 記ではなく記 憶に残
る
国 家 試 験 対 策 授 業 に助
けられました。
私自 身が 膝を悪くしてリ

ハビリを受けたことが
あり、それ がきっ
かけでリハビリの 仕事
に興 味を持ち、作業 療法
士になりたいと思
うようになりました。本校
は専 門学 校で 専門 的な
ことを学 びなが
ら学 士も取れることが
魅力で、入学を決 めま
した。国家 試験 対策
授業では、過去 問をクラ
スの みんなで分担して解
説をつけました。
同じような問 題が 出て
きたときに、
「○○さん が話して いた
部分
だ」
と思 い出 すことができ
たので助かりました。自分
が苦
手な
とこ
ろは 得意 な人 に教 えて
もらうこと
で克服できました。
資格取得をめざす過程
では驚く 作業療法士
こと、大変 なこともたく
さん あると 中村 有里さん
思います。でもつら いと
きに 成長 理学・作業名古屋専門学校
作業 療法学科 2021年3
月卒 業
を見 守ってくれる先生
方が います。 愛知県立
豊丘高等学校 出身
ぜひ本校で夢を叶えて
みなと医療生活共同組
ください。
合
勤務
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学校法人たちばな学園は、令和2年度も多くの卒業生

が公務員試験、国家試験に合格しました！
※掲載を許可した方のみ掲載しております。個人情報のため、名前はイニシャルにさせていただいております。

3名が合格しました！

公務員試験合格者

精神保健
福祉士
国家試験にも
合格！
理学療法士
国家試験にも
合格！

名前

就職先都道府県

就職先

Y.Fさん

大阪府

大阪市

A.Yさん

愛知県

名古屋市

N.Iさん

愛知県

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

社会福祉職
社会福祉職

37

出身高等学校

愛知県

医療法人珪山会

愛知県

県立阿久比高等学校

N.Iさん

愛知県

医療法人岩屋会

愛知県

県立知立高等学校

F.Kさん

愛知県

R.Kさん

就職先

N.Iさん

愛知県

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

愛知県

県立知立高等学校

A.Iさん

愛知県

医療法人なるみ会

愛知県

私立星城高等学校

M.Iさん

愛知県

医療法人大朋会

岡崎共立病院

愛知県

私立岡崎城西高等学校

R.Kさん

愛知県

医療法人大仁会

髙木整形外科・内科

愛知県

私立愛知みずほ大学瑞穂高等学校

Y.Gさん

岐阜県

医療法人社団睦会

愛生病院

岐阜県

県立大垣桜高等学校

Y.Sさん

大阪府

医療法人山紀会

山本第一病院

愛知県

私立愛知朝鮮中高級学校（私立クラーク記念国際高等学校）

R.Sさん

愛知県

医療法人慈幸会 こもと整形外科

愛知県

県立稲沢東高等学校

K.Sさん

愛知県

社会福祉法人如水会

豊田若竹病院

岐阜県

県立大垣南高等学校

F.Tさん

静岡県

医療法人社団綾和会

浜松南病院

愛知県

県立熱田高等学校

T.Nさん

愛知県

社会医療法人杏嶺会

一宮西病院

愛知県

私立名古屋経済大学市邨高等学校

R.Nさん

三重県

医療法人尚豊会

みたき総合病院

愛知県

私立享栄高等学校

A.Nさん

愛知県

社会福祉法人紫水会

愛知県

県立古知野高等学校

T.Hさん

静岡県

たなか整形外科

愛知県

私立豊川高等学校

S.Fさん

愛知県

医療法人並木会

愛知県

私立名古屋経済大学高蔵高等学校

R.Mさん

愛知県

医療法人聖生会 介護老人保健施設リハビリス井の森 愛知県

名古屋市立緑高等学校

T.Mさん

愛知県

四軒家整形外科クリニック

愛知県

私立愛知産業大学工業高等学校

T.Yさん

愛知県

社会医療法人杏嶺会

愛知県

私立東邦高等学校

K.Yさん

愛知県

医療法人羊蹄会

愛知県

私立愛知みずほ大学瑞穂高等学校

T.Yさん

愛知県

医療法人愛生館

小林記念病院

愛知県

県立鳴海高等学校

H.Wさん

愛知県

医療法人慈恵会

長屋病院

愛知県

県立豊橋西高等学校

一宮西病院

就職先

H.Aさん

就職先都道府県

並木病院

就職先都道府県

私立鹿島学園高等学校一宮キャンパス

名前

第一なるみ病院

名前

愛知県

20名が合格しました！

理学療法士国家試験合格者

公務員試験
にも合格！

出身校都道府県

出身校都道府県

出身高等学校

17名が合格しました！

作業療法士国家試験合格者

出身校都道府県

出身高等学校

岐阜県

私立中京高等学校

岩屋病院

愛知県

私立同朋高等学校

医療法人昌峰会

加藤病院

愛知県

私立ルネサンス豊田高等学校

静岡県

医療法人新光会

伊豆函南病院

岐阜県

私立美濃加茂高等学校

T.Kさん

愛知県

豊田地域医療センター

富山県

私立富山第一高等学校

S.Sさん

三重県

医療法人

愛知県

県立古知野高等学校

R.Tさん

愛知県

社会福祉法人みかわ

愛知県

県立碧南工業高等学校

K.Tさん

岐阜県

医療法人社団睦会

愛知県

私立享栄高等学校

N.Nさん

愛知県

医療法人財団愛泉会

愛知県

私立安城学園高等学校

Y.Nさん

愛知県

みなと医療生活協同組合

愛知県

県立豊丘高等学校

W.Hさん

長野県

上伊那医療生活協同組合

三重県

県立尾鷲高等学校

H.Fさん

愛知県

医療法人和合会

好生館病院

長野県

長野県赤穂高等学校

H.Yさん

愛知県

医療法人美衣会

衣ヶ原病院

愛知県

県立岡崎商業高等学校

Y.Yさん

愛知県

医療法人岩屋会

岩屋病院

愛知県

私立愛知工業大学名電高等学校

K.Uさん

愛知県

医療法人香徳会 メイトウホスピタル

愛知県

私立ルネサンス豊田高等学校

富田浜病院
花の木苑
愛生病院

社会福祉士国家試験合格者

愛知国際病院

2名が合格しました！

名前

就職先都道府県

就職先

A.Tさん

愛知県

社会福祉法人旭会

H.Nさん

岐阜県

美濃加茂市社会福祉協議会

地域包括支援センターくらがいけ

出身校都道府県

出身高等学校

愛知県

県立猿投農林高等学校

岐阜県

県立東濃実業高等学校
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名前

公務員試験
にも合格！

就職先都道府県

就職先・進学先

出身校都道府県

出身高等学校

A.Tさん

愛知県

社会福祉法人旭会 地域包括支援センターくらがいけ

愛知県

県立猿投農林高等学校

S.Tさん

愛知県

社会福祉法人ぬくもり福祉会 ぬくもりの郷

愛知県

県立猿投農林高等学校

A.Yさん

愛知県

名古屋市

愛知県

県立阿久比高等学校

社会福祉職

N.Aさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立武豊高等学校

N.Iさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

山口県

県立岩国高等学校

J.Iさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

私立豊田大谷高等学校

A.Uさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

大阪府

府立旭高等学校

Y.Uさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立瑞陵高等学校

M.Kさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立一宮北高等学校

A.Sさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

石川県

私立金沢高等学校

M.Tさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立春日井高等学校

Y.Tさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

私立愛知工業大学名電高等学校

S.Nさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立豊丘高等学校

T.Hさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立半田東高等学校

H.Fさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

福井県

県立武生高等学校

K.Mさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

私立日本福祉大学付属高等学校

Y.Mさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立惟信高等学校

T.Mさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

県立明和高等学校

A.Tさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

岐阜県

県立関高等学校

S.Mさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

鹿児島県 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校

A.Tさん

※現職社会人（通信課程卒業生）

愛知県

介護福祉士国家試験合格者

39

58名が合格しました！

学校法人たちばな学園の充実した学生支援制度を紹介します！

精神保健福祉士国家試験合格者

学校法人たちばな学園の

充実した
学生支援制度を
紹介します！
「理学・作業名古屋専門学校」
「保育・介護・ビジネス名古屋専門学校」
では、
学生の学びを個別にサポートするとともに、就職をはじめとする卒業後の進路選択を支援する
さまざまな制度を用意しています。

私立愛知淑徳高等学校

10名が合格しました！

名前

就職先都道府県

就職先・進学先

出身校都道府県

J.Iさん

愛知県

グループ校東京福祉大学名古屋キャンパス3年次編入学で社会福祉士をめざす

三重県

私立向陽台高等学校古川学園キャンパス

H.Kさん

愛知県

本校社会福祉学科3年次編入学で社会福祉士をめざす

岐阜県

県立岐南工業高等学校

S.Sさん

愛知県

日本ライフケアソリューションズ株式会社 からふる庭園五条 ネパール

VINAYAK COLLEGE OF HEALTH SCIENCE

W.Hさん

愛知県

有限会社レジデンシャルケア

県立瀬戸高等学校

愛知県

出身高等学校
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1 就職サポートシステム

卒業前年度の後期から就職対策講座の授業が始まり
ます。就職活動の方法や流れ、
心構え、
情報収集や施
設（企業）訪問の方法などについて指導します。応募
書類
（履歴書等）
の書き方や面接の指導も始まります。

学生の就職サポートにも力を入れ、就職指導の専門スタッフによる
親身な就職指導を行っており、毎年高い就職率を維持しています。

卒 業 前 年 度

■就職対策講座開始

学校法人たちばな学園の

授業

授業の担任・就職／進 路 指 導 室 。すべて連 動した
手厚いサポートで抜群の就 職 実 績を実 現しています。

卒 業 年 度

具体的な就職活動を
完全サポート‼!

就職・進路指導室の6つのサポート

求人情報の提供

就職活動とはどのようなものなのか、
募集情報から自分にあった勤務先を
どのように探せばいいか、訪問時の
注意点などをていねいに指導します。

業界に太いパイプをもち、優秀な人材
を多く輩出してきたたちばな学園グ
ループ。学校には多くの求人が集まり
ます。

■試験対策

■施設訪問

応募先に提出する応募書類（履歴書等）
は、意欲が伝
わる記入方法などを指導します。そして実際の試験
を想定した本格的な面接指導では、仕事に対する情
熱を伝え、普段の自分をのびのびとＰＲすることなど、
内定につながるよう指導します。

就職希望先が決定したら施設訪問をして、
その施設
をよく理解することが大切です。もちろん、訪問する
施設に合わせた施設訪問の方法もていねいに指導
します。

サポート 3

就職活動の方法、情報収集や
施設訪問の方法の指導

■就職ガイダンス参加

多くの学生が希望する職場に勤務する本校の卒業
生や施設長の方々をお招きし、直接仕事のこと、施設
のことなど、質問や相談ができる校内就職ガイダンス
を行います。就職活動を進める上で現場の生の声に
触れることができる貴重な機会となっています。

就職指導室・進路指導室の先生や担任の先生と面
談を行い、希望に合った仕事、施設等について考え、
就職希望先を決定します。

就職・進路指導室

サポート 2

就職対策講座で希望している就職先の種別などを記
入し、就職指導室・進路指導室へ登録します。

■校内就職ガイダンス

学生に最も身近な存在として
相談・アドバイス!!

■応募先決定

サポート 1

■進路登録カード提出

卒業前年度から、
さまざまな就職ガイダンスに参加し
ます。

担任制

アクティブ・ラーニングの授業で
コミュニケーション力UP!!

学校法人たちばな学園の充実した学生支援制度を紹介します！
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就職・進路の流れ

な ぜ 学 校 法 人 た ち ば な 学 園 は 就 職 に 強 い？

応募書類（履歴書等）の
書き方の指導

就職試験

履歴書など、求人に応募する際に必
要となる書類の書き方も、
ていねいに
指導します。

面接・小論文・筆記などの種類があります。試験当日は、今まで頑張ってきたことを思い出して、
自信をもって臨みましょう。

採 用 内 定 お め で とう！

あとは卒 業を待 つばかり。残りの学生 生 活を充 実させましょう。
サポート 4

サポート 5

サポート 6

面接の指導

小論文・筆記試験に
ついての指導

Uターン就職希望者をはじめ
遠方での就職も積極的に支援

施設や企業の方との面接は誰もが緊
張するもの。どんな姿勢で臨めばい
いか、
どんなことを聞かれるかなど、
事前に対策を立て、何度も練習します。

国家試験・公務員試験対策だけでな
く、
就職時の筆記試験などについても、
経験豊富な講師や職員がしっかり指
導します。

卒業後は、
出身地に戻って就職したい
という学生のために、たちばな学園グ
ループのネットワークを駆使して就職
支援を行います。

だから、両校とも就職率

100

%!

進捗や不安に合わせたサポートで、自信と勇気をもって試験に挑めます。
就職活動で特に不安だったのが、就職試験の面接。私は自分
に自信がなくて、面接練習でも自分の思いをうまく言葉にできな
いことが多々ありました。しかも新型コロナウイルスの影響でオ
先輩
ンライン面接となり、本番で思うように話せるのか不安でたまり
ませんでした。そんな私を見て、先生は何度も面接練習を重ね、
思いをどう言葉にするか一緒に考えてくださったのです。
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
試験直前になると緊張もありましたが、試験前には先生から連
社会福祉学科 社会福祉コース
2021年3月卒業
絡をいただき、私１人でがんばるのではないと勇気をもらいまし
精神保健福祉士 戸嶋 栞さん
た。私が自信をもって就職試験に挑むことができたのは、
「講座
愛知県立猿投農林高等学校 出身
を受講して終わり」ではないサポート体制と、
「戸嶋さんなら大丈
社会福祉法人ぬくもり福祉会 ぬくもりの郷 勤務
夫だよ！」
という先生の励ましのおかげです。

ッセージ
からのメ

※就職者／就職希望者
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できなかった子（生徒）
をできる子（学生）
にするのが本学園の教育です

（ミネルヴァ書房）

学校法人たちばな学園の学生参加型・対話型授業

一般的な授業よりも理解を深めることができ、
コミュニケーション能力はじめ

社会に出る上で欠かせない問題発見能力と問題解決能力をしっかり身につけ、
主体的に動ける人材の育成を重要視しています。

今、文部科学省が教育法としてアクティブラーニングを推奨していますが
本学園創立者で理事長である教育学博士 中島恒雄は
約25年前に米国からこの教育法を日本に持ち帰り
本学園では独自のアクティブ・ラーニングを

国内において、いち早く導入し、実践してきました。

グループでディスカッションし、
考えをレポートにまとめることで
洞察力や表現力も高まる
アクティブ・ラーニング

﹁ 教 わる ﹂だ けで な く﹁ 自 ら 考 え る ﹂か ら ︑

先生と学生、
そして学生同士が対話しながら学ぶアクティブ・ラーニングは、

さ ま ざ ま な 力 が 身につ き ま す

2 アクティブ・ラーニング

学校法人たちばな学園の創立者で理事
長である教育学博士 中島 恒雄は、約25
年前にアメリカから、
この新しい教育方
法を持ち込み、本学でいち早く導入し
ました。現在のアクティブラーニング
は文部科学省が推奨し、多くの教育
機関で取り入れられ、
この本が日
本の教育の手本になっています。

POINT

学生参加型・対話型の授業

POINT

発表の機会がたくさんあります

POINT

レポートを書く機会が豊富です

1

2

3

学校法人たちばな学園の充実した学生支援制度を紹介します！

t
en t
ud or
St pp
Su

新できなかった子（生徒）
を
できる子（学生）にするのが教育
〜私の体験的教育論

学生全員によるグループディスカッションを積極的に取り入
れた授業を行っています。小グループでの話し合い、隣の学生
との意見交換など、
スタイルはさまざま。いろいろな意見に触
れて視野を広げ、柔軟な思考力を伸ばします。

授業の中で、立って教科書を音読したり、課題レポートや
ディスカッションの内容を発表したり、
さまざまな場面で意見を
求められます。教員は学生の意見を尊重するので、自信につ
ながり、学修に意欲を持てます。

教科書やディスカッションの内容を元に、課題の内容をまと
め、
レポートを提出する機会が豊富にあります。ただ授業を聞
いているよりも授業の内容が確実に身につきます。文章の書
き方は教員がきめ細かくていねいに指導するので安心。

After
話し合いの授業で友人関係が広がります。
能動的に授業に参加するので、
確実に学習したことが身につきます。
話し合いや発表を繰り返すことでコミュニケーション能力が高まります。
発表やレポート提出により、表現能力・文章能力が高まります。
授業の中で自分で考える機会が多く、考える力が身につきます。

Fu t u r e

創造力、思考力、問題発見・解決能力
のあるスペシャリストに

地域の役に立てる公務員
アクティブ・ラーニングを実践できる小・中・高等学校教諭。
生徒の
「こころ」
を感じることができる養護教諭。
子どもとその保護者と地域社会を調整・支援する保育士・幼稚園
教諭・保育教諭。
確かな援助技術と福祉のこころを持った社会福祉士・精神保健福
祉士・介護福祉士。
福祉の知識と技術も持つ理学療法士・作業療法士。

･･･ and more

個々の夢を実現し、即戦力の人材として
社会で活躍していきます。
アクティブ・ラーニングには、みんなで授業をつくる喜びがあります。
先輩

ッセージ
からのメ

理学・作業名古屋専門学校
作業療法学科 2021年3月卒業

授業で課題が見つかると、すぐにグループでディスカッ
ション。そして、授業の成果を自ら発表することで、学び
の理解を深めます。
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グループディスカッションには学生だけでなく教員も参
加。それでも課題が解決しない場合は図書室で調べる
こともあります。

アクティブ・ラーニング では、
フィールド
ワークも欠かせません。課題に合わせて
実際の状況を調べるために、学校の外に
出ていくことも。

作業療法士 桑垣 莉奈さん
美濃加茂高等学校（岐阜県）出身

医療法人新光会 伊豆函南病院 勤務

アクティブ・ラーニングの授業は、学生１人ひとりが自分の意
見を出し合う場面がとても多いです。その積み重ねで、人前でも
堂々と意見を言えるようになるのはうれしいですし、ディスカッ
ションで自分の意見が採用されると
「いい意見をもっと言えるよ
うになろう」
と意欲が高まります。
また、
グループで話し合うなかで自分とは違う考えを知るのは
新しい発見です。課題に対してグループで意見を集約しながらま
とめる成果物は、自分１人の考えだけではできないもの。そこに
は大きな喜びがあります。クラスメイトがいきいきと楽しそうに
意見を交わす様子を見ていると、先生の一方通行で進める授業
ではなく、みんなでつくっている授業だなと感じます。
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3

東京福祉大学との

併修制度

東京福祉大学も卒業して学士を取得できる！

学校法人たちばな学園はグループ校である東京福祉大学との併修制度により、お得な学費で
専門学校と大学、両方の卒業資格を得て将来の職業選択の幅を広げることができます。

大学とのＷスクールでも負担は軽く!! ── 理学・作業名古屋専門学校の60単位認定制度 ──

学校法人たちばな学園の充実した学生支援制度を紹介します！

t
en t
ud or
St pp
Su

併修制度（ダブルスクール）のメリット

併修制度は、大学卒業資格、国家資格、教員免許取得をめざす近道

専門学校と東京福祉大学のカリキュラムの両方を履修します。
学生全員が大学も卒業できるよう教員がしっかりとフォローアップします。

全員が
大学を卒業して
いる実績が
あります

学士を取得できるので、大学卒の待遇で就職でき、大学卒の給与体系で勤務できます。

本校の科目と大学の科目と両方学ぶのは大変そうと思う方もいるかもしれませんが大丈夫。大学の卒業単位128単位のうち60単位は
本校の科目で読み替えますので、
その分の大学の科目は免除となります。しかも4年間の課程なので余裕をもって両方の学習ができます。

入学から卒業までの流れ

専門学校の教室で東京福祉大学のカリキュラムも履修して、両校を同時に卒業できます。

理学・作業名古屋専門学校、
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校に入学

東京福祉大学の通信教育課程にも入学

入 学 ガイダ ン ス

教材の配付

専門学校カリキュラムの履修
専門学校独自の科目を配置

大学のカリキュラムと
同名称の科目を配置

通学するのは
専門学校の校舎だけ！

大卒資格だから
給料が高い！

大学院に進学して
より専門的な学びができる！

専門学校と東京福祉大学
通信教育課程の両方に在
籍しても、初年度学費は国
立大学並 みで、他の私立
大学より安い！

専門学校の授業も東京福
祉大学の授業もすべて専
門学校の校舎で実施する
ので、通 学 の 負 担 は増え
ません！

公務員はもちろん、多くの
企業でも、専門学校卒より
大学卒の方が手当を含め
た 初 任 給 が 高く、生 涯 賃
金も多くなります。

社会福祉、心理の分野で
より高度な研究がしたい
方は、東京福祉大学大学
院への進学が可能です。

※社会福祉学科教育学コースの一部の科目の授業は東京福祉大学名古屋キャンパスで受講します。

テキスト学習
実

専門学校の授業でレ
ポート指導、科目終了
試験指導を受け、科目
の理解を深めます

レポート提出

習

理学療法、作業療法専門科目
社会福祉・心理系専門研究科目
保育・教育系実技演習科目
情報処理関連科目
国家試験対策講座
公務員試験対策講座 等

大学通信教育課程カリキュラムの履修

学費が安い！

科目終了試験

スクーリング ： 専門学校の校舎で開講

東京福祉大学通信教育課程卒業時の大学卒業資格である
「学士」の学位、取得資格は通学課程と同じです。また、
「学

単位認定

単位認定

理学・作業名古屋専門学校または、
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校卒業

■取得する学位や資格も同じ
位記」
（卒業証書）
も同じです。
本学園の学生は
２つの学生証を持ちます

東京福祉大学を卒業

学位記も
通学課程と
全く同じです

＜学士を取得＞

＜高度専門士を取得＞

※東京福祉大学通信教育課程を単独で勉強されたい方は、直接東京福祉大学にお問い合わせください。

■併修制度（ダブルスクール）実施の学科・コース
校名

保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校

学科・コース名

理学療法学科

併修する東京福祉大学通信教育課程の学部等
社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻

作業療法学科
社会福祉学科

理学・作業
名古屋専門学校

保育児童福祉コース
心理学コース
社会福祉コース
教育学コース

保育児童学部保育児童学科

東京福祉大学学生証

心理学部心理学科
社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻
教育学部教育学科

先輩

理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科 3年

古川 千紗さん
三重県立松阪商業高等学校 出身
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東京福祉大学学位記

理学・作 業 名古屋専門学 校、保育・介護・ビジ
ネス名古屋専門学校の4年制の学科で東京福
祉大学との併修制度を実施しています。

専門科目と大学科目が、将来患者様を支援する力の両輪になります。
ッセージ
からのメ

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校学生証

併修制度の大学のカリキュラムで社会福祉の知識を得てから、
児童・高齢者に対する虐待や、社会での障害者の扱われ方に関
するニュースを他人事とは思えなくなり、身近な問題として考える
ようになりました。この感覚は、一般的な専門学校で専門科目だ
けを勉強していたら得られなかったかもしれません。高齢化が進
み福祉の重要性が増しているこの社会で働くようになったとき、
本校で学んだ豊かな知識は必ず力になってくれると思います。
大卒資格を得ることで、理学療法士だけでなく福祉に関する
資格も取得できますし、就職時の給与額が増えることへの期待
もあります。多くの学びと大卒資格を得られるのに、一般的な私
立大学に比べて学費が安いのもありがたいです。

併修制度は、夢や目標を叶えたい学生を応援する最適のシステムです。
先生

ッセージ
からのメ

理学・作業名古屋専門学校
大学併修科目 教員

大兼 健寛先生
中国学修士

本校の併修制度による大学卒業資格取得のメリットは大卒の
肩書や生涯収入だけではありません。大学卒業までに身につけ
た教養や能力は、専門職としても一社会人としても、一般的な専
門学校卒業生に大きく差をつけることができます。入学後は累
計数十万字にも及ぶレポートに取り組んでいきますが、その過程
で行うディスカッションは想像力・創造力を育てる大きなトレー
ニングになります。字数の多さに驚くかもしれませんが心配あり
ません。私たちが全力でサポートします。今までも多くの学生が
やり切って大卒として活躍しています。
「勉強が苦手」
と思ってい
る方!!それは今までのこと。これからは私たちと共に努力して一
緒に夢を叶えていきましょう。
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東京福祉大学グループの

4 アメリカ夏期短期研修
オバマ元大統領の出身校・ハーバード大学
トランプ前大統領の出身校・フォーダム大学の両方で
学べるのは東京福祉大学グループ1校だけ！

短期研修先は、伝統あるアメリカの超名門校！
（日本では本校だけ）
Fordham University
フォーダム大学

れました！！
3 9 回 実 施さ

NEW YORK

Harvard University
ハーバード大学

設立1841年

学校法人たちばな学園の充実した学生支援制度を紹介します！

t
en t
ud or
St pp
Su

グローバル人材の育成をめざし、国際交流を推進しています！

BOSTON
設立1636年

※2020年、2021年は新型コロナウイルス
の感染拡大に伴い中止となりました。

毎年実施されるアメリカ夏期短期研修では、7月〜 8月の夏の1カ月、ボストンにあるハーバード大学法科大学院と、
ニューヨー
クにあるフォーダム大学の各寮に滞在し、
アメリカの名門大学でのキャンパスライフを満喫できます。
アメリカの病院や医療・福祉・教育施設の見学、医療系や福祉系の大学院教授による特別講義の受講など、将来必ず役に立
つ経験ができます。アメリカきっての名門大学における普段できない経験は、参加した学生の視野を広げ、
よりグローバルな視
点を持つ人材へと成長できる貴重な機会です。

多くの参加者が満足する、
アメリカ夏期短期研修 4つの魅力！
■アメリカのビジネス・医療・福祉・心理・教育の専門家による特別講義受講
■ 現地の進んだ福祉施設・医療機関・教育施設等の見学、ふれあい

■ 市内観光、
ショッピング、
メジャーリーグ観戦など、自由時間もたっぷり

■ 世界一の名門、ハーバード大学法科大学院の寮に宿泊して、
キャンパスライフを満喫

費用

（消費税込み）

Aコース（全行程）
【30日間】
Bコース（ニューヨーク中心）
【15日間】
Cコース（ハーバード中心）
【17日間】

￥898,000（予定）
￥544,800（予定）
￥585,500（予定）

Special奨学生に採用されれば
半額で参加が可能です。

※Special奨学生の詳細は49ページまたは募集要項を
ご覧ください。
※レートの変動により、費用が変更される場合があります。

本場の講義を直に学ぶチャンス！

フォーダム大学出身者

アメリカ合衆国第45代大統領

ドナルド・トランプ氏

（写真提供：UPI/ニューズコム/共同通信イメージズ）

大学のカフェテリアも交流の場
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クルージングパーティー

（写真提供：共同通信社）

オバマ元大統領をはじめ、
これまでに8人のアメリカ合
衆国大統領や、100人以上のノーベル賞受賞者を輩出し
ている、
アメリカ最古の高等教育機関です。
アメリカの学部課程ランキングで1位にランク付けされ、
世界大学ランキングでは、常にトップクラスにランキングさ
れている
「世界一の名門私立大学」
として知られています。
卒業生の多くが世界中の各分野でリーダーとして活躍して
います。
本学園創立者・理事長がハーバード大学教育学大学院
の招聘学者であることから、定期的なアメリカ夏期短期
研修が可能になりました。

ローズヒルキャンパスでの講義をはじめ、約10日間アメリカで多くのこと
を学びます。

伝統ある大学で教授から直接話を聞く授業は、学生にとって貴重な経験
となります。

【講義】

【講義】

【イベント・観光】

【イベント・観光】

【施設見学】

【施設見学】

●タイムズスクエア周辺観光 ●メトロポリタン美術館
●ブロードウェイでミュージカル鑑賞 ●メジャーリーグ観戦
●グラウンドゼロ
（ワールドトレードセンター跡地）
●ハドソン川でディナークルーズ 他多数
●ユニオンワシントン・アーリーチャイルドフッド・センター
（ヘッド
スタートプログラム運営施設）
●セルフヘルプ コミュニティーサービス
（高齢者支援施設）
●チルドレンズ・ビレッジ
（虐待・ネグレクト等で深刻な家庭問題を
抱えた児童のための治療的居住型施設 他

広いキャンパスでのんびりできます

アメリカ合衆国第44代大統領

ニューヨーク州に立地するフォーダム大学は、上智大学
※と同じイエズス会系の名門私立大学です。学生数は約
1万5千人。大学院は修士・博士課程あわ せて約7000人
の学生が在籍し、現在皇室の眞子さまの婚約者である小
室圭さんも在籍しています。
主な出身者としてアメリカ合衆国第45代大統領のドナル
ド・トランプ氏がいます。本学園の創立者・理事長はフォー
ダム大学教育学大学院で教育学修士・教育学博士号を取
得している卒業生であるため、前アメリカ大統領のトランプ
氏と同窓生となります。そのため、
この短期研修が実現で
きています。

●アメリカにおける教育、心理学、
メンタルヘルス、
ソーシャルサー
ビスの概要
●発達心理学 ●アメリカの初等教育
●アメリカにおける虐待 ●施設見学と講義の復習と質疑応答

幼児のためのヘッドスタートプログラム施設見学

ハーバード大学出身者

バラク・オバマ氏

●アメリカの精神保健制度について
●アメリカにおける社会福祉の政策／歴史
●アメリカの薬物乱用問題 ●教育心理学
●アメリカの初等教育制度 ●女性と老化

●ICAコンテンポラリー現代美術館 ●ボストン旧市街散策
●プレデンシャル・ショッピングセンターにて買物
●ライブコンサート鑑賞 ●フェンウェイパークでメジャーリーグ観戦
●ボストン湾でディナークルーズ 他多数
●スカンジナヴィアン・リヴィング・センター
（高齢者施設）
●パイン・ストリート・イン
（ホームレス支援施設）
●YMCA スターリングセンター
（心身育成プログラムの提供施設）
●マサチューセッツ・ホスピタル・スクール（障害を持つ子ども達の
学校） 他

閉講式では修了証明書を受け取ります
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学校法人たちばな学園の

5 学費サポートシステム
このほかにも様々な奨学金があります。
奨学金・学費サポートの詳細は
「募集要項2022」
をご覧ください

給付型奨学生入学
社会に貢献できる優秀な人材を育てるための給付型奨学生入学制度です。全学科コースの希望者が受験でき、試験の成績に
より3段階の奨学金を受けられます。奨学金給付なしの一般合格もあります。

❶ Special奨学生（1年次入学のみ）

❷ 特待生A
全学科コース

入学から卒業までの授業料と施設維持費の全額を免除。さらに参加
希望者は海外短期留学（研修）費用の半額が免除されます。

【最大免除額】

入学時納入金から50万円免除

440
約400万円
約172万円

理学・作業名古屋専門学校

約
万円
理学療法学科・作業療法学科 ※大学3年次編入学の場合は約430万円

❸ 特待生B

社会福祉学科

入学時納入金から20万円免除

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

理学・作業
名古屋専門学校

全学科コース

※コースにより金額が異なります。

介護福祉学科

国家試験合格と、
東京福祉大学卒業（学士）を同時にめざせる！

給付型奨学生入学再チャレンジ制度（専願者のみ）

ＡＯ入学・推薦入学・一般入学等の入試ですでに合格した方で本校専願の方は、選考料免除で給付型奨学生入学にチャレンジすることができます。

合格通知に同封された、給付型奨学
生入学再受験申込用紙と給付型奨学
生入学志望書を出願期間内に郵送

ＡＯ入学・推薦入学・
一般入学で合格

■学業優秀者奨励金制度（在校生対象）

学業優秀で他の学生の模範となる学生に対し、授業料の全額または一部に
相当する額を学内奨励金として支給します。
選考方法：書類・小論文・面接
給付額
等級

給付率

第1号

授業料
のうち

100%

第2号

授業料
のうち

50%

第3号

授業料
のうち

30%

第4号

授業料
のうち

10万円

給付型奨学生入学にチャレンジ!!
早期合格者なら
チャンスは

2回

1次：2021年12月11日
2次：2022年2月12日

■施設奨学金制度

（介護福祉学科入学者対象）

福祉施設から奨学金の貸与を受け、卒業後奨学金貸与
施設で勤務することで、返還が免除される制度です。
施設によって貸与金額や返済免除要件等が異なります。
制度を有する提携施設、
その他詳細は入学課にお問い
合わせください。

返済不要の給付型奨学金は「夢を実現」
「学びたい」の大きなチャンス。
の
生から
cial奨学

Spe
ジ
メッセー

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
社会福祉学科 心理学コース 4年

有澤 朱莉さん

岐阜県立大垣養老高等学校出身

49

私には心理学を学びながら、社会の一員として心理や福祉の
面で貢献したいという夢がありましたが、親からは金銭的援助は
あまりできないと言われ、進路に悩んでいました。そんなときに
本校の奨学金制度を知り、挑戦することに。選考面接では自分
の夢や意欲を伝えられるよう、特に面接練習に力を入れました。
この制度は、自分の夢を叶えられる大きなチャンスであり、学
び続ける支えになると思います。加えて、本校の奨学金制度は給
付型で将来返済する必要がないため、学生時代だけでなく将来
の経済的負担の心配もありません。おかげで、日々の勉強に一
層集中することができています。
「夢を叶える」
という強い意志と
「学びたい」
という意欲のある方は、ぜひ挑戦してみてください。

「少子高齢化という時代の変化とともに、急速に社会からのニーズが高まっている理学療法士と作業療法士。
理学・作業名古屋専門学校では、高齢者をはじめ、
あらゆる患者様からの要望に適切に対応できる能力を
身に付けた大卒の理学療法士、作業療法士を育成するプログラムを用意しています。
職業実践専門課程認定コース

専門学校において、企業等と密接に連携して、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文部科学大臣が「職業実践専門課程」
として認定します。
認定要件を満たした学校のみ認定を受けることができ、令和2年3月25日現在で全専門学校数2,805校に対し1,037校（37.0％）認定。
愛知県では57校のみ認定されています（内2校が本学園）。これは本学園の教育への取り組みと質の高い教育内容が評価されたものと
考えています。
本校も毎年学校の自己点検評価、学校関係者評価を実施し、教育水準の更なる向上に努めています。将来就きたい職業の専門的な
学修を具体的に身につけることができ、就職に有利です。
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理学・作業名古屋専門学校
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4年間、お金の心配をしないで学べる返還不要のスペシャルな奨学金もあります！

■学科別

理学・作業
名古屋専門学校の概要

卒業時取得資格

東京福祉大学通信教育課程との併修により、
卒業と同時に大学を卒業でき、
多くの資格を取得できます。
高度専門士

知的障害者福祉司任用資格

理学 療法学科

身体障害者福祉司任用資格

︵注1︶

職 業 実 践 専門課 程

児童福祉司任用資格︿要実務経験﹀

児童指導員任用資格

社会福祉主事任用資格

多くの資格取得が可能になるので、即戦力となる理学療法士、作業療法士をめざせます。

作業療法士国家試験受験資格

東京福祉大学との併修制度で、東京福祉大学卒業資格を得ることができます。

理学療法士国家試験受験資格

学士

４年間の学生生活で、理学療法、作業療法に関する技術と知識を深めるとともに

55ページ

理学・作業名古屋専門学校

４年間で、実践的な理学療法士、作業療法士をめざせます

：専門学校卒業時に取得できる資格
：大学卒業時に取得できる資格

4年制
大卒

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻と併修

設置学科

※東京福祉大学卒業資格も取得

東京福祉大学通信
教育課程と併修

57ページ

職 業 実 践 専門課 程

作業療法学科

（注1）
卒業後、実務経験を1年以上積むことで資格
が得られます。大学での証明書発行は行いま
せんので予めご了承ください。

4年制
大卒

＊理学療法学科、作業療法学科では社会福
祉士国家試験受験資格を取得することは
できません。

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻と併修
※東京福祉大学卒業資格も取得

※詳しい出願資格に関しては募集要項を参
照してください。

■理学・作業名古屋専門学校でめざせる主な職場

校長よりごあいさつ

東京福祉大学とのダブルスクールで
高度な社会福祉の専門知識・技術が身につきます

理学療法士（理学療法学科）

作業療法士（作業療法学科）

理学・作業名古屋専門学校は、大学資格が取れる画期的な4年制専門学校と
して平成14年に開校いたしました。
理学療法士・作業療法士になる上では、本来なら医療を中心としたリハビリ

病院・診療所

介護老人保健施設

病院・診療所

介護老人保健施設

身体障害者福祉施設

スポーツ関係

児童福祉施設

行政関係

テーションの専門知識・技術を学べば十分かもしれません。しかし、急速な少子
化や超高齢化の進展により、
リハビリテーションが必要な高齢者はますます増
えていきます。理学療法士・作業療法士もさまざまな問題に取り組み、高齢者等
あらゆる患者様に適切に対応できる能力が求められます。そのため、本校では
系列校の東京福祉大学とのダブルスクールにより、医療の専門知識に加え高
度な社会福祉の専門知識・技術も身につけた、大学卒で就職できる優秀な理

校長

学療法士・作業療法士の育成に努めてまいりました。

歯学博士

本校ではいわゆる
「足切り」をすることなく、学生全員に理学療法士や作業
療法士の国家試験を受験していただきます。そして、国家試験合格に向け、国家
試験対策講座をカリキュラムに組み込み、
また、対策講座以外にも、個人個人に
合わせた課題を課し、学生と二人三脚で学修を進める体制を整えております。
皆様の夢の実現に向け、教職員一同努力してまいります。
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歯科医師

亀山 洋一郎

愛知学院大学 元歯学部長・大学院元歯学研究科長
藤田保健衛生大学医学部（現 藤田医科大学） 客員教授
モンゴル国立医科大学 元客員教授
ラオス国立大学医学部 元客員教授
名古屋医専 元副校長
東海医療科学専門学校 元校長
平成27年11月叙勲：瑞寶中綬章

その他、
プロスポーツチーム、地域包括支援センター、
教育・研究施設、一般企業など

TOPICS

大卒待遇の給与

大学卒業資格を得る大きなメリットとして短大・専門学校
卒よりも給与が高いことが挙げられます。
短大・専門学校卒で就職した場合より、手当を含めた初任
給が高いため、大卒のほうが生涯収入の面でも有利です。

その他、保健センター、身体障害者福祉センター、
訪問看護ステーション、特別支援学校など

本校に寄せられた求人票の初任給
大

卒

（2020 年例）

短 大・専 門 学 校 卒

A 病院

218,800円

215,000円

B 病院

216,400円

209,300円

C 病院

193,100円

189,500円
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理学・作業名古屋専門学校の概要

2021年9月に新校舎が名古屋市中区丸の内に完成！
先進の実習機器を使って存分に学べます

1階／事務室、駐車場
2階／講堂
３階／教室
４階／教室
５階／教室、日常動作実習室兼日常生活動作訓練室
６階／図書室、パソコン室
７階／学生ラウンジ、
ロッカー室、補装具室、
レクリエーション室
８階／機能訓練室兼評価実習室、水治室
９階／治療室兼治療実習室、基礎医学実習室
１０階／基礎作業実習室
屋上／学生ラウンジ

新校舎は栄にも近い、地下鉄名城線・桜通線「久屋大通駅」や、
桜通線・鶴舞線「丸の内駅」から徒歩数分のところにオープン!!
近隣のグループ校との交流も盛んになり、学園生活やアフタースクールがさらに楽しくなります。
※移転までは、名古屋駅太閣通口エリアの旧校舎（愛知県名古屋市中村区則武1-1-4）
になります。

実際の医療現場で使用されている
最先端の医療機器で技術を磨く!!
最先端の医療機器が 揃う実習室でリハビリの専門技術を磨きます。
実際に「検査測定法演習」などの授業の中で、機器を使ってグループ
ワーク。測定結果をチームで分析してクラスのみんなに発表します。

学生時代からViconに接する経験は、大きなアドバンテージになります。

実習機器
紹介

先輩

ッセージ
からのメ

理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科 4年

諏佐 樹さん
名古屋大谷高等学校（愛知県）出身

注目の最新設備「Vicon」を自由に使えます！
Viconは、
オックスフォード大学が開発した3次元動作解析器、いわゆるモーション

キャプチャーです。皆さんもゲームや映画のCGを作成する時に全身に銀色のボール

を着けている人がたくさんのカメラの中で動いているのを見たことがありませんか？
この機械は、人間や動物など様々な動くものを科学的に解析して、例えば人間で

あればどこの関節に負担がかかっているかなどを客観的に見るものです。

SF映画みたいな
雰囲気でカラダの
仕組みを学べます

Viconでは
こんなことができる！

■人の様々な姿勢を分析
■関節の可動域の視覚化
■人がバランスを取る際の
筋肉の動きを可視化
など

この機器を使って
勉強できる学校は
なかなかないですよ

を
ヒトの動き できる！
析
化学的に分
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理学・作業名古屋専門学校

新校舎
イメージ

呼気ガス分析装置

運動中の息（酸素摂取量や二酸化炭素の排泄量など)
を測定し心肺能力をみる装置。バイク(自転車)と連動し
て、負荷がかかった状態の呼気ガスを測定することもで
きます。スポーツ指
導 でもよく使 わ れ
ています。

筋電位計

筋肉が収縮する際に発生する微弱な電気を読み取り測
定することで、筋力を図ったり筋機能を分析したりしま
す。リハビリテーションの分野やスポーツ科学の分野で
広く使 わ れていま
す。本 校 の 筋 電 位
計は一度に多くの
筋肉を測れる最新
のものを使 用して
います。

関節の動きや重心の移動などは、教科書やプリントといった
二次元の説明だけではイメージするのが難しいですが、Viconで
三次元のデータを見ることによって理解しやすくなりました。人
の動作について考えるときは一つの面からではなく、解剖学、運
動学、生理学といった面から複合的にとらえることが重要だとい
うのも、Viconの学習を通じて感じたことです。
Viconという高額で繊細な機械が学校にあること自体珍しい
のに、学生も使えるというのはとてもありがたいです。Viconを
使用して自分たちが疑問に思う動作を研究する授業もあります
し、授業以外でも使うことができますので、
これから入学される
方もぜひ楽しんでほしいです。

超音波画像診断装置（エコー）

超音波を用いて体内の病変を調べる検査機器。普通に
病院に置かれている機器です。体表から体内に超音波
を発 信し、そこから戻ってくる反 射 波（エコー）をコン
ピュータ処理し、画
像 化 しま す。そ の
画 像 上 のコンスト
ラストから、筋や筋
肉 の 動 き、病 変 の
有無を確認します。

圧力分布測定システム

薄いセンサーシートの上に座ったり寝転んだりすること
で、体圧の分布を測定し、その結果をＰＣ画面上でさま
ざまな形で表示、分析するシステムです。寝たきりのお
年寄りの床ずれの
予 防 や、リ ハ ビリ
テーションに役 立
てます。
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4年制

大卒

理学療法学科

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻と併修

令和元年度卒業生実績

88.5%

全国平均合格率 86.4%
令和2年度卒業生実績

74.1%

全国平均合格率 79.0%

福祉系の大学科目も学び、
来るべき超高齢化社会に対応できる
大卒の理学療法士を育成します！
こんなところに
就職できる‼

理学・作業名古屋専門学校

職 業 実 践専門課 程

令和2年度卒業生
令和元年度卒業生
就職率

100%
※就職者／就職希望者

令和2年度 卒業生就職実績
医療法人・病院

85.0%

介護老人
保健施設
10.0%

国立病院（公務員） 5.0%

他校と
ここが違う‼

6 つのメリット

卒業生の主な取得資格

東京福祉大学の卒業資格を
取得し大卒として就職ができる！

国家試験は足切りなし!!
全員受験・全員合格を
めざした国家試験対策！

東京福祉大学の科目で、
理学療法の専門家にも必要な
介護保険など福祉の知識が学べる

クラス担任制・
学生相談室(カウンセラー )
による親身な指導

卒業後も国家試験対策講座を
受講することが可能

就職に有利な
職業実践専門課程

学習の特色

大卒＋αの力を身につけ 、現 場に強い理学 療法士に！

4年間の授業で、理学療法専門科目と福祉系大学科目を修得します。
これにより、多くの現場で必要とされる高い技術をもった理学療法士をめざすことができます。

■理学療法専門科目

理学療法の理論を理解し、必要な知識や技術を修得し
ます。また、国家試験に向け徹底した指導、本学園独自
の国家試験対策講座により、難関の国家試験に合格す
る力を身につけることができます。

高齢社会に強い！

+

■福祉系大学科目

東京福祉大学のカリキュラムによって、介護保険制度や
ソーシャルワーク理論など、
リハビリテーションにも必
要な社会福祉についても学ぶことができます。

＋ 現場に強い！ ＋ レベルの高い！

理学 療法士に！！

詳細は51ページへ！

■理学療法士国家試験受験資格 ■東京福祉大学卒業資格［学士］ ■高度専門士

学生を直撃！

理学療法学科ってどんなところ？
私が理学療法士をめざすようになったのは、高

る医療と
密接につなが
学べるのは
福祉の両方を
で す。
大きなメリット

校２年の冬の進路相談のとき。興味をもっていた
身体運動機能のスペシャリストである理学療法士
なら、一生自分から能動的に学びたいと思えるだ
ろうと考えたのです。そして併修制度によって、専
門学校でありながら大学科目で福祉学について学
ぶことができ、
４年制大学卒の資格を取得できるこ
とにメリットを感じて、本校に進学しました。
学んでわかったのは、福祉と医療のつながりは
とても密接だということ。医療職に就きたいと考え
ている方が福祉を学ぶことは、就職後の医療現場
で役立つ大きなメリットになると感じます。
本校の先生方は日頃から、勉強面だけでなく礼
節についても厳しく、そしてあたたかく指導してくだ
さいます。１年 次 の 解 剖 学 の 授 業では、入 学して
早々覚えることの多さにびっくりしましたが、先生が

１ランク上の専門家として活躍できる！
大学の学習で身に付けた福祉領域の知識を患者様やご家族の対応に生かせる。

カルテや報告書書類を作成する高い文章力が身に付いている。

最新の医療機器の使用技術に精通し卒業後も本校の設備を活用しながらリハビリを行える。

学生１人ひとりのことをきちんと見て寄り添ってく
ださるので、安心して勉強に励むことができます。
理学・作業名古屋専門学校 理学療法学科
愛知県立丹羽高等学校 出身

3年

高橋 陸真さん

患者様にあったリハビリ計画を立案できる思考力、問題発見・解決能力が身に付いている。

55

56

4年制

大卒

作業療法学科

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻と併修

令和元年度卒業生実績

100%

全国平均合格率 87.3%
令和2年度卒業生実績

89.5%

全国平均合格率 81.3%

作業療法の関連領域である
こころの問題もじっくり学ぶことで、
精神領域の理解が深まり、
大卒の作業療法士を育成します
こんなところに
就職できる‼

6 つのメリット

卒業生の主な取得資格

東京福祉大学の卒業資格を
取得し大卒として就職ができる！

国家試験は足切りなし!!
全員受験・全員合格を
めざした国家試験対策！

東京福祉大学の科目で、
作業療法の専門家にも必要な
社会福祉や心理学の知識が学べる

クラス担任制・
学生相談室(カウンセラー )
による親身の指導

卒業後も国家試験対策講座を
受講することが可能

就職に有利な
職業実践専門課程

学習の特色

大卒＋αの力を身に付け、現 場に強い作業 療法士に！

4年間の授業で、作業療法専門科目と福祉系大学科目を修得します。
これにより、多くの現場で必要とされる高い技術をもった作業療法士をめざすことができます。

■作業療法専門科目

作業療法の理論を理解し、必要な知識や技術を修得し
ます。また、国家試験に向け徹底した指導、本学園独自
の国家試験対策講座により、難関の国家試験に合格す
る力を身につけることができます。

+

■福祉系大学科目

東京福祉大学のカリキュラムによって、作業療法の関連
領域である、社会福祉やこころの問題についてより専
門的に学びます。

高齢社会に強い！＋ 現場に強い！＋ 幅広い分野で活躍できる！

作業 療法士に！！

令和2年度卒業生
令和元年度卒業生
就職率

100%
※就職者／就職希望者

令和2年度 卒業生就職実績
医療法人・医療生活協同組合・病院

他校と
ここが違う‼

理学・作業名古屋専門学校

職 業 実 践専門課 程

93.3%

介護老人
保健施設
6.7%

詳細は51ページへ！

■作業療法士国家試験受験資格 ■東京福祉大学卒業資格［学士］ ■高度専門士

学生を直撃！

作業療法学科ってどんなところ？
パーキンソン病でリハビリをしていた祖父は、
リ

と、
熱心な先生方
に
す仲間と一緒
ざ
め
を
道
じ
同
めます。
勉強に取り組

ハビリから帰ってくると
「今日も楽しかった」
と言っ
て、作った手芸作品や習字を見せてくれました。そ
の姿を通してリハビリに興味をもったのが、私が作
業療法士をめざすようになったきっかけです。
本校に入学してから体表解剖学、解剖学、生理学
などの勉強をしていますが、身体の複雑さには日々
驚くばかり。でも、授業では定期的な小テストで自
分の理解度を確認できますし、基礎作業学の授業
で体験するものづくりも楽しいです。先生と学生の
対話型の授業は、聞くだけの授業より内容を一層
理解できますし、
グループディスカッションでいろ
いろな考えを聞くと、思考の引き出しも増えます。
資格を取得して手に職をもつことには、将来の選
択肢を広げ、人生をいい方向へ変えてくれる可能
性があると思います。立派な作業療法士として働く

１ランク上の専門家として活躍できる！
大学の学習で身に付けた福祉領域の知識を患者様やご家族の対応に生かせる。

カルテや報告書書類を作成する高い文章力が身に付いている。

患者様やご家族に対して礼節をわきまえた態度で接することができるプロ意識と
コミュニケーション力が身に付いている。

という高い志をもつ仲間と一緒に、道を究めてスペ
シャリストになれるよう、がんばりたいです。
理学・作業名古屋専門学校 作業療法学科 2年
同朋高等学校（愛知県）出身

松浦 麻依香さん

患者様にあったリハビリ計画を立案できる思考力、問題発見・解決能力が身に付いている。
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Sc

6〜7月（予定）

生活を送れます！
多くの行事を通して、有意義な学生

4月

医学専門の単科公立大学で中医学と中国の驚異的な発展を体験

海南医学院短期留学 にGO！
魅力たっぷりのリゾート・アイランド、海南島にある海南医学院への9日間の短期留学！
解剖学の実習、大学キャンパスや臨床外来の見学に加え、
海南島最大の都市である海口市の観光も楽しめます。

理学・作業名古屋専門学校ならではの短期留学 4つの魅力！

赤城山宿泊研修
東京福 祉大学赤 城山宿泊 研修センターで２泊3日の宿泊
研修を実施。 野外活動やレクリエーションを体験できます。

■理学療法士・作業療法士をめざす学生に欠かせない、
他の養成校ではできない本格的な人体解剖学実習を体験

■海南医学院の大学生との交流、大学キャンパスや臨床外来の見学

入学式

10月

注目
イベント！

理学・作業名古屋専門学校

e
f
i
L
l
o
o
h

■海南島最大の都市海口市等の観光も楽しめる

■ハワイと同緯度で暖かく美しいリゾート・アイランドを満喫

7

アメリカ夏期 短
期 研修
メリカの名門大
月 いアろい
学で医療や 福
祉 の 特別講

ろな 施 設を見学
義を受 講したり、
。 グ ロ ーバ ルな
のイベントです
視 点 が身に 付
。 （詳 細 は47ペ
く人気
ージ）

費用
9日間

￥160,000（予定）

※現地の事情、空港料金などの変更により、変わる場合があります。

海南医学院

海南島にある医学専門の単科公立医科大学で、臨床医学、中医
学、国際看護学、口腔医学、薬学、熱帯医学と検査医学、公衆衛生学、
管理学、理学など15学部、30専攻で構成されています。

ボランティア委員
会
「地 球 にや さしい
学 校 」「活気

OSCE
力試あ験
臨床様能
療面 接
客観を的
る能力で る医
す
接
に
行 う前に、患者
床 能力を 備

あ る学 校 」「地
る学校 」にするた
域 に貢 献 で き
め、環 境美 化
や 地 域 社 会へ
しています。
の貢 献をめざ

3月

臨
臨 床実習
必要な基本 的
学 び、現 場で
や 臨 床 技 能を
します。
：4月
えて実習準 備 を
3年：11月 4年
2年：1 ～ 2月
2019年度例 〉

生きた解剖学実習の知識を得ることは
将来の仕事で必ず役立つはずです。
セージ
らのメッ
か
生
先

理学・作業名古屋専門学校
作業療法学科

杉野 潤也先生

教育学修士 作業療法士

期留間学
学院る海短
短 期 留学。
海南名医
南医学 院 に9日
リゾート 地 にあ
光も存分に楽
中国の有
するとともに、観
学実習を 体 験
本 格 的な解 剖
）
ージ
ペ
60
は
細
しめます。 （詳
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卒業式

3月

この短期留学では生きた解剖学の知識を学ぶことができます。また、
異文化に触れることでグローバルな視点を養うこともできます。参加
者は解剖実習が初体験なので、最初は緊張した様子で説明を受けて
いました。しかし実習が進むにつれ、夢中になり取り組んでいました。
これこそまさに本校が取り組む“アクティブ・ラーニング”だと感じてい
ます。設備も人も優れた教育の場で学ぶことは、理学療法士・作業療
法士をめざすみなさんにとって素晴らしい体験になるはずです。そし
て、人間力の養成にも役立ちます。ぜひ一緒に学びに出かけましょう。

海南医学院の玄関。海南島に
ある唯一の公立医科大学で、
65年の歴史をもっています。

解剖実習、異文化体験、集団行動……
意義深い学びが凝縮した留学です。
セージ
らのメッ
か
者
参加
理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科 3年

奥村 実玖さん

愛知県立三好高等学校出身

入学前にガイドブックで留学のことを知って以来ずっと気になって
いました。献体の解剖では教科書や模型とは異なる貴重な学習が
でき、外来治療の見学でリハビリにも多数の種類があるとわかった
のも勉強になりました。現地ではトイレの文化や言語の違いに困る
こともあったものの、炒飯や水餃子など食事がおいしく、異文化を五
感で楽しめました。海外での暮らし、親元を離れ自分自身で考えて
行動すること、
クラスメイトとの集団行動など、いろいろな体験が
ギュッと詰まった留学は、
とても有意義な時間となりました。
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理学・作業名古屋専門学校の

ゼミ制 度

理 学 療 法 学 科・作 業療法学科合同ゼミナール
ゼミタイトル

主なメニュー（令和元年度実施例）

理学療法士・作業療法士に必要な知識の基本となる
「人間の動作」
についてみんな
で考えていきます。

テーピングをやってみよう

スポーツ選手が負傷を予防、負傷部位の悪化を防ぐために行うテーピングを、
自分
で行ったり他者に指導できるようになることが目標です。

いたみみたい?!

リハビリに必要な
「痛み」のコントロールを考えます。痛みを理解し運動による痛み
の改善ができるようになることが目標です。

THE基礎学力

高校であまり勉強してこなかったので勉強についていけるか自信がない。そんな人
のために
「基礎学力」
をベースに勉強が楽しいと思えるような事を行っていきます。

TGS 〜Tomihisa Gait System〜重力Ⅲ

歩行と重力の関係をさぐり、歩行の基礎を学習・分析してリハビリの学習に生かし
ていきます。

「歩行のメカニズム」
をわかりやすく
理解できるゼミを実施

理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科

富久 哲郎先生

保健医療学修士 理学療法士

理学療法士にとって
「歩く」
ことに関する理解は、自身の評価やリ
ハビリテーション時のアプローチに直結する大切なものです。そこ
で2020年度は『歩行のメカニズム』について、動画を交えながら理解
を深めるゼミを行いました。ゼミを通じて、
「歩く」
ことがとても複雑
なメカニズムで行われていることが伝わったと思います。学生の真
剣さが私にも伝わってきました。人の動きは、知れば知るほど興味が
湧いてくる分野だと思います。でもそれを理解するのは決して難しい
ことではありません。入学後はぜひゼミに参加してみてください。

東京福祉大学との併修で、
実践的な職業人をめざせる！

保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校

容

動作を見てみませんか?

メッセージ
先生からの
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内

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

得意分野のスキルを磨こう！

メッセージ
先生からの

先輩・後輩の垣根なく最新鋭のViconを
自由に使えるゼミを実施

理学・作業名古屋専門学校
理学療法学科

宮澤 幸児先生
理学療法士

理学療法学科の実習や授業では、人間の動きを科学的に解析す
る
『Vicon』
というシステムを使います。このシステムの凄さを理解す
るために、自分たちでいろいろなことにチャレンジするゼミを実施し
ています。このシステムはみんなで取り組まないとできないこともあ
るため、先輩と後輩の垣根なく一致団結して学んでいます。日常の講
義だとどうしても堅苦しいところもありますが、ゼミはみなさんが思
い描く理学療法士・作業療法士のイメージを膨らませてくれるような
自由さがあります。先輩と仲良くなるチャンスでもありますよ。

「福祉や教育に関わる様々な仕事をめざす近道が、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校です。
４年間で多くの技術と知識を身につける社会福祉学科は、福祉系国家試験を受験する際に、
卒業後の実務経験が免除されます。さらに大学との併修で、職業選択の幅も広がります。
２年制の介護福祉学科も、介護福祉士国家試験の実技試験が免除されます。
職業実践専門課程認定コース／介護福祉学科

専門学校において、企業等と密接に連携して、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文部科学大臣が「職業実践専門課程」
として認定します。
認定要件を満たした学校のみ認定を受けることができ、令和2年3月25日現在で全専門学校数2,805校に対し1,037校（37.0％）認定。
愛知県では57校のみ認定されています（内2校が本学園）。これは本学園の教育への取り組みと質の高い教育内容が評価されたものと
考えています。
本校も毎年学校の自己点検評価、学校関係者評価を実施し、教育水準の更なる向上に努めています。将来就きたい職業の専門的な
学修を具体的に身につけることができ、就職に有利です。
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東京福祉大学通信教育課程との併修により、
卒業と同時に大学を卒業でき、
多くの資格を取得できます。
また、
希望者は科目を追加履修する
ことにより資格や教員免許状を取得できます。
将来の目標や就きたい仕事に合わせて取りたい資格・教員免許状を選択することができます。

ビジネス教養 学 科
併修なし

ビジネス情報学科（専門学校・短大・大学卒業者対象）

経営学コース／東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科経営福祉専攻と併修【3年次編入学】
日本語通訳コース／東京福祉大学教育学部教育学科国際教育専攻日本語教育コースと併修【3年次編入学】

２年 制
専門卒

日本人・留学生

2年制
専門卒

留学生

2年制
大卒

留学生

（注5）

（注5）

（注5）

（注5）

専門士・高度専門士︵注4︶

介護 福 祉学科

レクリエーション・インストラクター資格

職業実践専門課程
併修なし

日本人・留学生

社会教育主事資格︹基礎資格︺

東京福祉大学教育学部教育学科国際教育専攻と併修

4年制
大卒

＊

知的障害者福祉司任用資格

国際教育英語プログラムコース

日本人

児童福祉司任用資格
︿要実務経験﹀
︵注３︶

社会福祉学科

4年制
大卒

身体障害者福祉司任用資格

教 育学コース

児童指導員任用資格

社会福祉学科

東京福祉大学教育学部教育学科学校教育専攻と併修

日本人

社会福祉主事任用資格

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻と併修

4年制
大卒

精神保 健 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格

社会福 祉コース

日本人

介護福祉士国家試験受験資格

社会福祉学科

4年制
大卒

認定心理士︵注2︶

75ページ

心 理学コース

社会福祉士国家試験受験資格

73ページ

社会福祉学科

東京福祉大学心理学部心理学科と併修

日本人

特別支援学校教諭一種免許状︵注1︶

設置学科

72ページ

東京福祉大学保育児童学部保育児童学科と併修

4年制
大卒

中学校・高等学校教諭一種免許状
︵保健︶

71ページ

保育児童福 祉コース

高等学校教諭一種免許状︵情報︶

70ページ

社会福祉学科

中学校・高等学校教諭一種免許状
︵英語︶

主な対象学生

高等学校教諭一種免許状︵公民︶

現場で求められるプロフェッショナルを育成します。

高等学校教諭一種免許状︵福祉︶

養護教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

そして、東京福祉大学との併修制度により将来の仕事に必要な資格取得をめざし

幼稚園教諭一種免許状

どの学科も在学中に、多くの経験を積むことができます。

保育士

学士

保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校の概要
69ページ

卒業時取得資格

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

■学科・コース別

東京福祉大学との併修により、実践的な職業人をめざせます

：専門学校卒業時に取得できる資格
：大学卒業時に取得できる資格・教員免許状
：希望者が大学の科目を追加履修することに
より取得できる資格・教員免許状（※）
：取得を希望される場合は事前にお問い合わせ
ください。
（※）

※追加の費用・集中授業への出席などが必要です。
※資格・教員免許状取得のための追加履修科目は自学
自習となるものもあるため、
将来の目標や就きたい仕
事に合わせて取りたい資格・教員免許状を選択され
ることをおすすめします。
（注1）
特別支援学校教諭一種免許状を取得するためには、
基礎資格として幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭
免許状
（一種または二種）
のいずれかが必要です。教員
免許状を１つも持っていない方が本校で特別支援学校
教諭一種免許状を取得するためには、幼稚園・小学
校・中学校・高等学校教諭一種免許状のうち、いずれか
の資格課程登録を同時に行い、所定の費用を納入し、
追加で単位を修得する必要があります。
なお、養護教
諭一種免許状を基礎資格とすることはできません。
（注2）
卒業後、社団法人日本心理学会への資格申請手続き
が必要です。
（注３）
卒業後、実務経験を1年以上積むことで、資格が得ら
れます。大学での証明書発行は行いませんので予めご
了承ください。
（注４）
介護福祉学科では専門士を、社会福祉学科では高度
専門士を取得できます。
（注5）
3年次・4年次編入学生は取得できません。
※詳しい出願資格に関しては募集要項を参照してくだ
さい。

※ビジネス教養学科・ビジネス情報学科パンフレットは別冊子になります。

■保育・介護・ビジネス名古屋専門学校でめざせる主な職種

校長よりごあいさつ

本校独自の教育メソッドで
真の専門職として活躍できる知識・技術が身に付きます
(双方向対話型の授業)”は、思考力、問題発見・解決能力を鍛えるのに大変大きな効果を発揮

します。自分が対応するクライアントや子どもたち、それぞれが抱えた問題を解決するために
私たちがめざしているのは、先生のひとり喋りではない学生主体の充実した授業。勉強をあ

まりして来なかった生徒さんには最初は少し大変かもしれません。しかし、授業に一生懸命取り

▼社会福祉学科

社会福祉コース

▼社会福祉学科

教育学コース

▼社会福祉学科

国際教育英語プログラムコース

小学校教諭／養護教諭／特別支援学校教諭

組めば、知らず知らずのうちに賢くなり、難関の公務員試験・国家試験・教員採用試験に合格し

ているだけの実力がついている。そんな学校です。

是非本校で充実した学生生活を送り、安定した将来を手に、夢を叶えてほしいと思います。

心理学コース

生活支援員・相談員／ケースワーカー／医療ソーシャルワーカー

必要な能力は、本校で卒業まで頑張って勉強すれば必ず身に付きます。

研修センター (群馬県)を利用したキャンプ合宿など楽しいイベントもあります。

▼社会福祉学科

精神科ソーシャルワーカー
（PSW）／一般企業の営業・総務スタッフ／カウンセラー

題を抱えた人への対応が求められます。冒頭のあいさつでご紹介した“アクティブ・ラーニング

な協力関係にあり、東京福祉大学生と合同のアメリカ夏期短期研修や、東京福祉大学赤城山

保育児童福祉コース

保育士／幼稚園教諭／保育教諭／児童指導員

本校でめざす福祉・保育・教育関係等の専門家は、人相手の仕事。それぞれ違った性格、問

充実した学校生活は勉強だけではありません。本校は私が創設した東京福祉大学と全面的

▼社会福祉学科

校長
教育学博士

中島 恒雄

東京福祉大学総長・学長

公務員／中学校・高等学校英語教諭／一般企業総合職
▼介護福祉学科

介護福祉士／生活相談員
※それぞれの職種については、各学科、
コースのページで解説しています。
そちらをご参照ください。 ※上記はめざせる職種の一例です。
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プロが現場で使う機器を用いて、
即戦力として活躍できるよう指導します！

S

生活を送れます！
多くの行事を通して、有意義な学生

4月
介護実習室

介護技術を修得するための演習授業を行
います。

校舎

名古屋市の中心部丸の内にあり、駅から徒
歩5分の位置にあります。栄エリアに歩いて
いくことができるため、
アフタースクールも
充実します。

TOPICS

学歴別にみた初任給

（令和元年例）

介護する側、
される側の両方を体験しなが
ら、入浴介助の方法を学びます。

大学院修士課程修了 …
大学卒 …………………
高専・短大卒 …………
高校卒 …………………

238.3千円
206.9千円
183.4千円
164.6千円

ピアノ初心者でも大丈夫！ 音楽に強い保育士に

Point

1

卒業までの余裕あるカ
リキュラムで音楽科目
に強くなるよう、最大週
4コマ(必須2コマ、選択
2コマ)の音楽実技授業
があります。
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Point

2

複数教員による
ピアノ指導

一 人 ひとりの レベ ル
に合わせ、ていねいに
指 導できるよう、複 数
の教員がつき、
きめ細
か い ピアノ指 導 を 行
います。

東京福 祉大学赤 城山宿泊 研修センターで２泊3日の宿泊
研修を実施。 野外活動やレクリエーションを体験できます。

アメリカ夏期 短
期 研修
アメリカの名

7月

門大学で医療
や福 祉 の 特別
い ろい ろな 施 設
講 義を受 講した
を見学。 グ ロ ーバ
り、
ルな 視 点 が身
のイベントです
に 付く人気
。 （詳 細 は47ペ
ージ）

3月

大学卒業資格を得る大きなメリットとして短大卒よりも給与（初任給）が高いことが挙げら
れます。令和元年の初任給を学歴別にみると、以下のようになり、男女計の大卒と短大卒
では約2万6000円の差があります。

ピアノは保育現場でとても大切。
そのため特に音楽の授業に力を入れています。卒業までのカ
リキュラムでピアノ未経験者でも卒業までに笑顔で弾き語りができるレベルまで成長します。

豊富な授業時間

赤城山宿泊研修

在宅介護をはじめ、保育で活かせる調理や
家政の実習授業を行います。

出典：厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/19/01

TOPICS

6〜7月（予定）

家政実習室

α

＋

音楽系独自科目

声楽の授業では大きな声
で歌えるようになる訓練、
器楽の授業ではピアノ以
外によく使うカスタネット
などの楽器の訓練も行い、
保育現場で必要な音楽全
般に強くなります。

男女計

239.0千円
212.8千円
184.7千円
168.9千円

保育や教育の現場で必要なピアノの練習を
行います。授業以外の時間も開放しており、
個別に練習することができます。

女性

男性

大学院修士課程修了 …
大学卒 …………………
高専・短大卒 …………
高校卒 …………………

音楽室

課外授業（社会福祉学科）
社会に出る前に見識を広げるため、学生から希望を募って企
画。 ミュージカルやサーカスの観 劇、テーマパークへ行ったり
バーベキューをしました。

入学式

入浴実習室

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

e
f
i
L
l
o
o
h
c

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校の概要

大学院修士課程修了 …
大学卒 …………………
高専・短大卒 …………
高校卒 …………………

238.9千円
210.2千円
183.9千円
167.4千円

長者町ゑびすま
つり
校 舎 の あ る丸
の内近郊で行
われ

る長 者 町 ゑ び
生が参加し、ブ
す 祭 りに 学
ースを出展して
います。 多くの
ブースに訪れ、大
子どもたちが
盛況でした。

1 0月

1 1月

音楽療法

児 童 福 祉・障 害 児 福 祉
にも対応できる音楽療
法が学べるのは社会福
祉系科目を学ぶ本校な
らで は。保 育 現 場 で の
応用力が身につきます。

ョン 日
リエーをシ
ツレク
ます。 この
い
スポー
行
ョン
リエーシ
同で スポーツ レク
流を図ります。
1、2年生合
生同士の交
を動 かしなが ら学
はおもいっきり体
施）
（11月中旬頃に実

卒業式
ボランティア部
地 域や 施 設 のお祭りで
の子ども向けブースや障
が い者の方たちとレクリ
エーションやお菓子作 り
など を行 うサ ロンの企
画・運営をしています。
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大卒

技術に加え、福祉系の大学科目も学び、
本当の意味で社会から必要とされる
スペシャリストをめざそう！

社会福祉学科

東京福祉大学通信教育課程と併修

保育児童福祉コース 69ページ
教育学コース

70ページ

心理学コース

72ページ

社会福祉コース

71ページ

各分野の知識、技術を理解し、幅広い視点で学びます。
また、国家試験に向け徹底した指導、本学園独自の国
家試験対策講座により、難関の国家試験に合格する力
が身につきます。

+

東京福祉大学のカリキュラムによって、社会福祉やここ
ろの問題、保険制度やソーシャルワーク理論など、将来
現場で生かせる知識が身につきます。

社会福祉に強い！＋ 現場に強い！＋ 幅広い分野で活躍できる！

福祉の知識（視点）を持った各分野のスペシャリストになる!!

１ランク上の
専門家として活躍できる！
学んだ内容をもとに、対象者にあった支援・サポートを立案・
実行できる思考力、問題発見・解決能力が身に付いている。

対象者が置かれている状況や心情をくみ取り、寄り添いなが

ら仕事に邁進できる。

支援計画や報告書書類を作成する高い文章力が身に付い

授業の流れ
科目名

ソーシャルワークⅠ
（全15回）

履修可能なコース
●社会福祉コース

●心理学コース
●保育児童福祉コース
授業概要
社会福祉士の役割や意義
について理解し、相談援助
に関わる理 念や権 利等に
ついて学習します。

STE P 1

オリエンテーション

社会福祉士の役割や法的位置づけについて学びます。社会福祉士の仕事はどのようなものなのか、
事例を元に理解し、今後の授業に備えます。
STE P 2

基礎知識の修得

社会福祉の仕事や価値観、相談援助の基本知識や実務上でそれをどう実現していくかについて学

びます。授業は一方通行でなく、学生に質問し、意見発表させ、
コミュニケーションをとりながら着実

に知識を身につけながら進めます。
STE P 3

ディスカッション

他の職種や利用者の方との価値観の違いによって生まれるジレンマなどについて学びます。その後、

ジレンマが原因で起きてしまった問題についてグループで話し合い、解決方法について発表を行い

ます。

STE P 4

レポート作成

設題を元にレポートを作成します。これまでの授業で修得した知識やディスカッションの内容を元に
独創的なレポートに仕上げ、
それを先生が添削。再度レポートを書き、
また添削。最終的に学生の手

によって清書され提出に至ります。何度も繰り返して書くことで文章力が身につき、理解度が増してい

きます。

STE P 5

科目終了試験に向けて

ている。

レポートの作成が終わったら、単位を取得するための科目終了試験に向けて学習します。科目終了

性」
を認めながら、
どんな対象者にも柔軟に対応できる。

インをひき、
ポイントを確認。要点をまとめる学習をします。

学生時代のディスカッションを通して学んだ「価値観の多様
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※就職者／就職希望者

ディスカッション・意見発表・レポート作成を中心にした授業で理解を深め
知識を身のあるものにする、東京福祉大学グループならではのカリキュラムです。

4 年間で東 京福 祉 大卒（学士）＋αの学びを

■高度な大学科目

100%

東 京福 祉 大学とのダブルスクールならではの
双 方向対 話型授 業で確実にステップアップ

学習の特色

■専門科目

令和2年度卒業生
令和元年度卒業生
就職率

教育メソッド

国際教育英語プログラムコース 73ページ

4年間の授業で、専門科目と高度な大学科目を修得します。
これにより、多くの現場で必要とされる高い技術をもった
社会福祉士、保育士、小学校教諭等をめざすことができます。

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

4年制

試験の学習ポイントと関連する内容を教科書や参考文献で探し、読み込み、重要な部分にアンダーラ
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4年制

社会福 祉学 科

大卒

保育児童福祉コース

公務員保育士
をめざす！

東京福祉大学保育児童学部保育児童学科と併修
他校と
ここが違う‼

東京福祉大学卒業資格（学士）
＋α！！

4つのメリット

大卒

心理学コース

東京福祉大学心理学部心理学科と併修
他校と
ここが違う‼

東京福祉大学卒業資格（学士）
＋α！！

4つのメリット

東京福祉大学の科目で、保育や幼児教育の専門家に
必要な社会福祉や心理学・家族のサポートも学べる

保育の現場経験が豊富な先生が多く、実際の
現場の経験を活かした授業が受けられる

大学の心理学部のカリキュラムを
勉強できる

社会福祉士・精神保健福祉士受験資格が
取れるので、福祉系相談職の就職も強い

ピアノ初心者でも力がつく。豊富な実技授業と
複数講師の個別指導でピアノをマスター

クラス担任制・学生相談室(カウンセラー）
による親身の指導

大学院進学が可能なので公認心理師や
臨床心理士をめざせる

クラス担任制・学生相談室(カウンセラー）
による親身の指導

こんなところに
就職できる‼

令和2年度 卒業生就職実績
放課後等デイサービスの保育・療育職

卒業生の主な取得資格
■保育士

■幼稚園教諭一種免許状 ■東京福祉大学卒業資格［学士］
■社会福祉士国家試験受験資格 ■高度専門士

本校のピアノ授業は、ピアノは１人１台、先生が１対１で指
導してくださいます。そのため、
ピアノ初心者の私でも楽しん
で授業についていけます。そのほかの授業でも、先生方が手
厚く教えてくださるので、授業につまずく心配を感じません。
私が本校を選んだのは、
オープンキャンパスに参加した際、
先生や先輩方の雰囲気がとてもよかったから。実際クラスメ
イトはとても仲が良く、わからないところはお互い情報を交
換しながら助け合っています。昨年度は新型コロナウイルス
の影響で対面授業が少なくなってしまいましたが、
オンライン
授業でもグループワークやディスカッションの機会があり、い
い意見交換の場となっています。レポートの提出は大変です
が、先生の細やかな添削を受けることで考える力や文章力が
身につきます。
今は、保育現場での実習で使う名札を作っているところ。
子どもたちがどんな反応をしてくれるのか、今から楽しみです。
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 社会福祉学科 保育児童福祉コース 2年

舘 伶奈さん

清林館高等学校（愛知県）出身

令和2年度 卒業生就職実績
公務員（社会福祉職） 50.0%

卒業生の主な取得資格

詳細は63ページへ！

保育児童福祉コースってどんなところ？

こんなところに
就職できる‼
社会福祉協議会
25.0%

100%

学生を直撃！
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人１台、
ピアノ授業は１
初心者でも
先生と１対１。
ます。
楽しく学習でき

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

社会福 祉学 科

地域包括支援センター
25.0%

詳細は63ページへ！

■認定心理士 ■社会福祉士国家試験受験資格 ■精神保健福祉士国家試験受験資格
■東京福祉大学卒業資格［学士］ ■養護教諭一種免許状 ■高度専門士

学生を直撃！

心理学コースってどんなところ？
私は将来、人の役に立つ仕事がしたいと考えていますが、
特定の職業の志望はまだありません。でも、自己分析を行って
結果や考察をまとめる授業では、自分の性格や個性など、そ
れまで知らなかった自分を知ることができ、将来についてより
具体的に考える機会をもてるようになりました。
クラスメイトは、目標に向かって学んでいる人もいれば、幅
広く学習しながら目標を探している人も。その仲間と休み時
間に話したり、授業でテーマに沿ってディスカッションする時
間が一番楽しいです。そうした時間を通じて、自分の考えをし
つかり言葉にする力がついてきていると感じます。
本校の併修制度では、専門学校卒業資格と大学卒業資格
を両方取得できます。大学卒業の資格をもっていないと就け
ない職業が多い現在、
この資格は私の夢や目標をめざすうえ
で必要になるものだと思っています。将来は、率先して人のた
めに行動できる社会人になりたいです。
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

平野 聖華さん

社会福祉学科

心理学コース

げる授業が、
自分を掘り下
足が かりに
将来を考える
なっています。

3年

愛知県立熱田高等学校 出身
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社会福 祉学 科

大卒

社会福祉コース

東京福祉大学社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻と併修
他校と
ここが違う‼

東京福祉大学卒業資格（学士）
＋α！！

4つのメリット

大卒

教育学コース

東京福祉大学教育学部教育学科学校教育専攻と併修
他校と
ここが違う‼

小学校教諭・
養護教諭を
めざす！

東京福祉大学卒業資格（学士）
＋α！！

4つのメリット

社会福祉士・精神保健福祉士両方の
受験資格が取得できる

国家試験対策が通常授業に
組み込まれている

専門学校で小学校教諭一種免許状
が取得できる

認定心理士資格が取得でき、
こどもたちの
「こころ」
の問題に対応できる教師をめざせる

フィールドワークや手話など
実践的な学習もできる

クラス担任制・学生相談室(カウンセラー）
による親身の指導

教員経験豊富な先生から実践的な
授業テクニックが学べる

クラス担任制・学生相談室(カウンセラー）
による親身の指導

こんなところに
就職できる‼

令和2年度 卒業生就職実績

一般企業

50.0%

学生を直撃！

社会福祉コースってどんなところ？
私の志望は精神保健福祉士ですが、人と話すことがあまり得
意ではありませんでした。ディスカッションの多い本校なら、対
人援助職に必要なコミュニケーション能力を磨けると思い、入学
を決意。実際、学生が主体的に参加する授業はコミュニケーショ
ン能力の向上につながっていると実感しています。また、
１年次
の後期には就労継続支援事業へ見学実習に行きました。実習
先では、精神疾患や発達障害をもつ方との交流や、実習先の方
から教えていただいた心得など、貴重な経験になりました。
本校は担任制ということもあり、先生方が親身。授業でも疑
問にその場で答えてくださるなど、学生をわからないままにして
おかない授業がうれしいです。１年次の早いうちから就職試験
対策の授業がありますが、学生の進度に合わせてくださり、就
職対策を無理なく続けられています。学生の本分は勉強とい
われますが、楽しく勉強できている本校での学生生活は、
とて
も恵まれていると感じます。

山口 春稀さん

社会福祉学科

愛知県立江南高等学校 出身

令和2年度 卒業生就職実績

社会福祉コース

3年

小学校（講師） 100%

卒業生の主な取得資格

詳細は63ページへ！

■社会福祉士国家試験受験資格 ■精神保健福祉士国家試験受験資格
■東京福祉大学卒業資格
［学士］■レクリエーション・インストラクター資格 ■高度専門士

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

こんなところに
就職できる‼

放課後等
障害者
特別養護
社会福祉 福祉施設 老人ホーム
デイサービス 施設の
の介護職 の介護職
の児童指導員 生活支援員 協議会
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

卒業生の主な取得資格
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ないままに
学生をわから
先生方が
しない授業と
す。
心強 い味方で

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

社会福 祉学 科

詳細は63ページへ！

■小学校教諭一種免許状 ■特別支援学校教諭一種免許状 ■養護教諭一種免許状
■東京福祉大学卒業資格［学士］ ■認定心理士 ■高度専門士

学生を直撃！

教育学コースってどんなところ？

いな
先生のていね
り
で自主勉強よ
試験対策授業
つきます。
圧倒的に身に

私は障害のある子と接する機会が多く、そこから障害を抱え
た子どもたちと関われる教育関係の仕事をめざすようになりま
した。本校で学ぶ発達心理学や臨床心理学などの授業は、一
見教育とは関係ないように見えますが、実はとても密接で重要
な要素。発達心理学の授業では、子どもの発達段階に沿った
働きかけをすることの重要性を学んでいます。
クラスは少人数で、
とてもアットホーム。学校の近くには遊
ぶところや食事をするところも多く、昼休みや空きコマなどに
友達と出かける時間も楽しいひとときです。ほかの学科や学
年との合同授業もあり、先輩の意見も勉強になります。
先生方は明るくて話しやすく、私以上に私のスケジュールを
把握するほど学生のことを気にかけてくださるような先生ばか
りです。試験対策授業もテキストで順を追って先生が教えてく
ださるので、自主勉強が苦手な私にとっては１人で勉強するより
圧倒的に身についていると実感できます。
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

山本 蓮さん

社会福祉学科

教育学コース

4年

岐阜県立岐阜農林高等学校 出身
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4年制

大卒

国際教育英語プログラムコース
東京福祉大学教育学部教育学科国際教育専攻と併修

2022年度

新設！

大学卒業資格（学士）
とアカデミックな英語力で

通信教育
・
生涯学習

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

社会福 祉学 科

卒業後も国家資格や教員免許状の取得
そして学士が取得できる
社会人になってからのキャリアアップをサポートします
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校、東京福祉大学では、生涯学習の観点から、

世界に羽ばたけるグローバルな人材に！

新たな資格を取得したい、卒業後も知識を深めてキャリアアップを図りたい人のために
さまざまなサポートを用意しています。

現在の日本は国際化が進み、世界共通語の英語が自由に使える人材の需要が増え

ています。そのため英語が読めて話せる人は就職でも非常に有利とされています。

このような背景を踏まえ、保育・介護・ビジネス名古屋専門学校でも
「国際教育英

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校通信課程

語プログラムコース」
を新設し、東京福祉大学グループのアメリカ人教授による本場

アメリカ式の授業を実践いたします。

また、本校では毎年夏にアメリカ夏期短期研修があり、
ニューヨークのフォーダム

社会福祉士養成通信課程

大学、ボストンのハーバード大学という名門校に合計1 ヶ月滞在してさまざまなこと

社会人の方も無理なく学習できるカリキュラムの
編成となっています。

を学ぶプログラムを用意しています。

ぜひ本校に入学し、明日の日本を担う人材になっていただきたいと思います。

取得できる資格：社会福祉士国家試験受験資格

修学資金貸付制度

本コースの特長

深く、幅広い知識と技 術を修 得できる 、
社会のニーズに合わせたプログラムを用意！
４年間、英語の授業のみで

東京福祉大学の学位を取得可能！

ネイティブ教授を中心とした講師陣から
生きた英語で学べる国際教育！

取得できる資格

英語力要件

■東京福祉大学卒業資格[学士]
■中学校・高等学校教諭一種免許状[英語]（ 希望者）
■児童指導員任用資格
※■印は東京福祉大学卒業時に取得
●高度専門士
他

TOEFL iBT 60 以上
TOEIC 700 以上
IELTS 4.5 以上

社会福祉士として登録済みの方等が対象の課程で、
９か月という短期間で学習します。

専門実践教育訓練給付制度（受講料を最大7割支給）
受講料が約11万円〜22 万円戻ります。

たちばな学園卒業生再入学システム

卒業生なら選考料と入学金を免除！ キャリアアップをめざす卒業生をサポートします！
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校、理学・作業名古屋専門学校の卒業生が、
社会福祉士養成通信課程および精神保健福祉士短期養成通信課程に出願、
入学する場合、選考料・入学金を免除いたします。みなさんのキャリアアップを
奨励し、サポートします。

選考料・
入学金

働きながら学びたい社会人の方等を対象に、通信教育課程を設置しています。
レポート作成やスクーリング受講を中心に効率的に学び、資格取得、キャリア
アップをサポートしています。もちろん名古屋キャンパスでスクーリング受講が
できます。

より高度な国際理解、異文
化コミュニケーションにつ
いて学びます。交換留学希
望者は３年次に交換留学を
行います。

履修科目例
●国際社会理解入門
●人間環境学入門
●異文化コミュニケーション教育
●海外留学入門

履修科目例
●異文化コミュニケーション教育演習
●国際保健学入門
●異文化理解
●国際理解実習

これまで英語で学んだ内容
をグローバル 社 会で生か
せるよう学習を総括します。
教員希望者は教員採用試
験対策の授業を履修します。
履修科目例
●国際社会理解研究Ⅰ
●国際社会理解研究 Ⅱ

取得できる資格 ： 社会福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格 他

社会福祉学部社会福祉学科経営福祉専攻
取得できる資格 ： 社会福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格 他

教育学部教育学科
取得できる教員免許状 ： 小学校教諭一種免許状、養護教諭一種免許状 他

心理学部心理学科
取得できる資格：認定心理士、社会福祉士国家試験受験資格、精神保健福祉士国家試験受験資格 他

社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士課程前期［修士］
社会福祉学研究科児童学専攻修士課程
心理学研究科臨床心理学専攻博士課程前期［修士］

社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻（社会福祉コース・精神保健福祉コース）

科 目 等 履 修 生

国際社会、海外教育の基本
的知識を学び、異文化理解
の基礎を築きます。

大 学 院

教養を身に着ける総合教育
科目の英語学習を通し、専
門 科目を「英 語で学 ぶ」た
めの学習スキルを身につけ
ます。

取得できる資格・教員免許状 ： 保育士、幼稚園教諭一種免許状 他

4年次

学

3年次

免除内容

東京福祉大学・大学院通信教育課程

大

2年次

9か月

取得できる資格：精神保健福祉士国家試験受験資格

保育児童学部保育児童学科

1年次

●アメリカの文化と言語Ⅰ
・Ⅱ
●多文化理解入門
●多文化コミュニケーション
●教養基礎演習Ⅰ

修学資金 5 万円（月額）さらに必要に応じて入学準備金 20万円、就
職準備金 20万円、すべて無利子で借りることができます。

精神保健福祉士短期養成通信課程

通信教育で受講できる課程

学びの概要（予定

履修科目例

1年
10か月

好きな科目を1科目から履修可能。
有資格者の追加資格取得に活用できます。
取得できる資格・教員免許状：
保育士
幼稚園教諭免許状をお持ちで3年以上の実務経
験を有する方
幼稚園教諭一種免許状
保育士資格をお持ちで、3年以上の実務経験を有
する方
本学で取得できる他校種の教員免許状
一定の資格を有する方
認定心理士
大学を卒業している方

※短期大学部こども学科もあります
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2年制

専門卒

介護福祉学科

平成29年度〜
令和2年度日本人卒業生
国家試験合格率
4年連続

100%

需要が高まる介護の仕事。
さまざまな場所で活躍できる、
能力の高い人材を育成します！
こんなところに
就職できる‼

6 つのメリット

卒業後、本校の社会福祉コースへの
編入学で、大卒資格と社会福祉士
国家試験受験資格も取得可能！

開設20年以上を迎える
伝統校、現在管理職に
なっている卒業生も

介護福祉士
国家試験対策が充実

クラス担任制・
学生相談室（カウンセラー）
による親身の指導

ゼミナールによる
事例研究で在学中から
豊富な実践例が学べる

就職に有利な
職業実践専門課程

学習の特色

徹底した受験対策指導で、確実に合格できるようサポートします
介護福祉士国家試験合格に向けて徹底した受験対策指導を行います。また、現場経験豊富な
講師陣から学べるため、介護現場で即戦力の介護福祉士として活躍できます。

■過去の模擬試験を繰り返し解き、
満点をとるまで何度でも反復学習

早くから国家試験対策に取り組み、過去問題
を徹底研究・分析学習する指導を行います。

■現場経験豊富な教員の指導

現場経験の豊富な介護のプロが、国家
試験合格に向け2年間の最短ルートで
の国家試験の合格をサポートします。

■個別の学習サポート

クラス担任による学生一人ひと
りに合った学習サポートで、疑
問はすぐに質問・解決できます。

１年 次 後 期

実際の国家試験問題を解答し、
自分の実力を理解する。
また、問題の傾向を把握する。

2年次前期

過去の国家試験や模擬試験の問題を解かせて、間違った問題については理解するまで反復学習。

2年次 夏 休 み

問題集を徹底的に解き、正答の理由もまとめ理解する。

2年次夏休み以降

過去問の反復学習や模擬試験を複数回実施し、本番に備えます。

2 年 次 1月

介護福祉士国家試験受験

１ランク上の専門家として活躍できる！
学んだ内容をもとに、対象者にあった支援・サポートを立案・実行できる思考力、問題発見・解決能力が身に付いている。

ご利用者様やご家族に対して礼節をわきまえた態度で接することができるプロ意識とコミュニケーション力が身に付いている。
チームで助け合いながら困難にも粘り強く取り組むことができる。

令和2年度卒業生
令和元年度卒業生
就職率

100%
※就職者／就職希望者

令和2年度 卒業生就職実績
老人福祉施設の介護職

他校と
ここが違う‼

理学・作業名古屋専門学校

職 業 実 践専門課 程

卒業生の主な取得資格

100%

詳細は63ページへ！

■介護福祉士国家試験受験資格 ■レクリエーション・インストラクター資格 ■専門士

学生を直撃！

介護福祉学科ってどんなところ？
私が在籍したクラスには、ネパール、
ベトナム、韓

た
世界から集まっ
気づきを
仲間から多くの
でした。
得 た学 生 生 活

国など、各国からの留学生がいました。みんな介護
を学ぶために日本へ来た学生です。こうした仲間
たちとグループワークを通じて１つの課題に取り組
み、みんなで意見を出し合うことで、自分だけでは
学べなかった気づきを得ることができました。入浴
介助の授業では、
クラスメイトが利用者役と介護者
役に分かれ、実際の浴槽を使って介助する実習も。
文化こそ違えど、同じ目標を持つクラスメイトと共
に多くのことを勉強でき、
とても心強かったです。
本校には進路指導室があり、就職活動をするに
あたってはお礼状の書き方など、社会人としてのマ
ナーなどを教わりました。また、面接練習や就職先
に関する相談にも親身に応じてもらいました。採用
試験はやはり緊張しましたが、進路指導室の先生
から
「今のあなたなら絶対に大丈夫」
との言葉をい
ただいたことが自信につながり、試験当日も落ち
ついて面接を受けることができました。
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 介護福祉学科 2021年3月卒業

介護福祉士 長谷川 若菜さん 愛知県立瀬戸高等学校 出身
愛知県内認知症対応型共同生活介護グループホーム 勤務

支援計画や報告書書類を作成する高い文章力が身に付いている。
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Tokyo University of
グループ校

東京福祉大学

Social Welfare
名古屋

キャンパス

東京福祉大学の就職率は文系のみの大学で 全国1位

※毎日新聞出版「サンデー毎日」
（2017年8月6日発行）掲載

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-16-29
名古屋市中心部丸の内にある名古屋キャンパス
は、地下鉄丸の内駅から徒歩ですぐの場所にあ
りアクセスに便利。名古屋の人気エリアである
栄も徒歩圏内です。

伊勢崎
キャンパス

池袋

キャンパス

〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-14-7
池袋キャンパスは、東京都心・池袋に広がる都市
型キャンパス。全ての校舎が池袋駅や東京メト
ロの東池袋駅から徒歩圏内で通学できる便利な
キャンパスです。

〒372-0831
群馬県伊勢崎市山王町2020-1
群馬県伊勢崎市は、埼玉県境に位置する緑豊
かな街。首都圏につながる上越・北陸新幹線で
東京から本庄早稲田まで約４５分、緑の芝生と
赤レンガ調の校舎も魅力です。

王子

キャンパス
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茶屋四郎次郎記念図書館

伊勢崎キャンパス体育館

伊勢崎キャンパス本館２階には、専門書を多数所蔵した図書
館を設置しています。授業の合間や終わった後に多くの学生
たちがここで勉強しています。

2017年に完成した新しい体育館は、体育関連の授業、サーク
ル活動などで使用されるほか、卒業式も行われます。2階には
多目的スペースもあり、
さまざま活用されています。

〒114-0004
東京都北区堀船2-1-11
東京都北区王子にある、
アクセスの良いキャンパ
スです。風情のある街・王子にあるキャンパスは、
路面電車、都電荒川線「梶原」駅のすぐ目の前に
あります。
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名古屋キャンパス開講学部・コース
令和元年度卒業生
国家試験合格率

88.5%

学部・学科・コース名

主な取得資格

Campus Map
■丸の内エリア

総合心理学コース

那古野神社
丸の内駅
1番出口

臨床心理学コース

ファミリーマート

認定心理士

福祉心理学コース

アルペン

ローソン

保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校

社会・ビジネス心理学コース
丸の内駅

丸の内駅
2 番出口

社会福祉士
国家試験受験資格

経営福祉専攻

※留学生メインのコースです。

セブン
イレブン 丸の内駅

地下鉄桜通線

桜天神社

名古屋テレビ塔
デイリー
ヤマザキ

名古屋錦郵便局
吉野家

オアシス21

伏見地下街

地下鉄東山線

※留学生メインのコースです。

丸善

線
道本
東海

亀島駅
3 番出口

線
屋本
名古
名鉄

幹線
道新
東海

至今池

久屋大通

スーパーホテル
岩田病院

地下鉄名古屋駅

近鉄名古屋線

アニメイト

旧校舎内2F

JRゲートタワー
タカシマヤ ゲート
タワーモール

線
なみ
あお

地下鉄名城線・桜通線「久屋大通」駅1番出口徒歩7分
地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅4番出口徒歩4分

JR「名古屋」駅太閤通口
（新幹線口）
より徒歩5分、
地下鉄東山線「亀島」駅
3番出口より徒歩6分

屋駅
名古

理学・作業名古屋専門学校（2021年9月〜新校舎）

通口
太閤 線口︶
幹
︵新

至藤が丘 至八事

至新瑞橋

ローソン

ビックカメラ

理学・作業
名古屋専門学校

KITTE
名古屋

セブンイレブン

金山

本学の同窓生（同窓会加入者）
・在学生・
教職員の紹介による奨学金制度を実施
しています。入学金相当額が免除となり
ます。

LACHIC

栄
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東京福祉大学は、国が2020年からスタートし
た高等教育の修学支援新制度の対象校です。
この新制度は、住民税非課税世帯等の意欲あ
る学生が対象で、原則返還不要の「給付型奨
学金」
と
「授業料等減免」の二つの支援を受け
ることができます。

同窓生・在学生・教職員紹介
新入生対象奨学金制度

東山線
桜通線
鶴舞線
名城線

丸の内

亀島駅

MARUNOUCHI HISAYA-ODORI

上前津

学業・人物がともに優秀と認め
られた場合、
またはその他特別
な事情があると認められた場
合は、2年次以降、該当年次の
授業料の全額もしくは半額を
免除します。

高等教育の修学支援新制度

地下鉄

約2分

伏見

学内奨学金制度

学業・人物がともに優秀と認められた場合、
またはその他特
別の事情があると認められる場合は、2年次以降、該当年次
の授業料の全額もしくは半額を東京福祉大学同窓会より支
給します。

名古屋市中区役所

※学校法人たちばな学園入学課は2021年6月より東京福祉大学名古屋キャンパス7Fに移転予定です。

至大曽根

至上小田井

Special奨学生選抜の上位合格をした方が対象の奨学金。4年
間の授業料・施設設備費が全額免除、本学実施の海外短期研
修・留学に半額で参加が可能となり、約500万円が免除される制
度です。

同窓会奨学金制度

近鉄線

Special奨学生制度

NAGOYA

あおなみ線

充実の奨学金制度

名古屋
名鉄線

キャリア支援のための部署やアカデ
ミックアドバイザーが、学生一人ひとり
の希望に合わ せた支援を実施し、就
職・国家試験合格をサポートします。

約3分

ＪＲ線

アカデミックアドバイザーは、担任または学業相談員を意
味します。専任教員が分担して受け持ち、学業相談や生活
相談を行う制度です。キャリアに関しての相談も受け、各専
門支援室と連携して年間を通して学生をサポートします。

亀島
至中村区役所

キャリアサポート

名古屋
三越

■学校法人たちばな学園入学課

至高畑

アカデミックアドバイザー制度

サンシャインサカエ
メルサ

■地下鉄路線図

学生サポート

愛知県美術館

栄駅

新校舎

三井住友銀行

栄町駅

希望の広場

理学・作業
名古屋専門学校

日本語教師に
必要となる資格

国際教育専攻
（日本語教育コース）

久屋大通駅

セントラルパーク
アネックス

シモジマ

ヤマハミュージック

教育学部
教育学 科

久屋大通公園

久屋大通駅
1番出口

4 番出口

下園公園
伏見駅

ジャニーズ
ショップ

ほっともっと

日本銀行
地下鉄鶴舞線

社会福祉学部
社会福祉学科

東京福祉大学
名古屋キャンパス

社会福祉専攻
社会福祉コース

名鉄瀬戸線
地下鉄名城線

心 理学部
心 理学 科

理学・作業名古屋専門学校
保育・介護・ビジネス名古屋専門学校
東京福祉大学名古屋キャンパス

桜通 線
地下鉄

ミッドランド
スクエア
名鉄名古屋駅
近鉄パッセ
近鉄名古屋駅

東山
地下鉄

線

名鉄百貨店
ヤマダ電機
マクドナルド

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

地下鉄桜通線・鶴舞線
「丸の内」
駅1番出口・4番出口徒歩5分
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保育・介護・ビジネス
名古屋専門学校

名古屋の中心部に学校があるから、
アフタースクールも充実しています！

丸の内駅

桜通

名古屋テレビ塔
大津通

2
3

名古屋錦郵便局
地下鉄東山線

栄町駅

愛知県美術館

栄駅

放課後はショッ
ピ や
ン
グ
カフェでおしゃべ
り

錦通

オアシス21

伏見駅

公園とショップが一体化した
名古屋の新たなランドマーク

広小路通

2020年9月に久 屋 大 通 公 園から生ま
れ変わったレイヤード久屋大通パーク。
公園とレストランやカフェ、ショップが
一体となった施設で、のんびり散歩を
楽しんだり、
カフェでゆっくりお茶をし
たり、思い思いの時間を過ごすことが
できますよ。

名古屋栄
郵便局
地下鉄名城線

私たちが大好き
な
スポットを紹介
します！

❶レイヤード久屋大通パーク

桜天神社

高岳駅

久屋大通駅

本町通

地下鉄鶴舞線

放課後 立ち寄り スポット

1

理学・作業
名古屋専門学校

名鉄瀬戸線

ちが
た
輩
先
お す す め！

三蔵通

名古屋市科学館

4

白川公園

5

名古屋市中区丸の内3丁目、錦3丁目他
営業時間／テナントにより異なる

❹ロフト名古屋

見ているだけで楽しいグッズがたくさん！

学校のまわりに
は
おしゃれな場所
がたくさん♪

名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパーク内
営業時間／ 10：30〜20：00
（店舗により異なる）
※新型コロナウイルスの影響により営業時間等が変更となる場合があります

学校帰りはも
ちろん
デートでも楽し
めちゃう

❷セントラルパーク

地下1階から6階まで、
ステーショナリーやバラエティ
雑貨、家庭用品、健康雑貨など、見ているだけでワク
ワクする商品がたくさん売っています。学生生活を
充実させたいならぜひチェックしてみてください。一
人暮らしをする人におすすめのものもたくさん扱っ
ています。

100軒以上のショップが
集まる巨大地下街
2020年11月にリニューアルした
ばかりの地下街“セントラルパー
ク” 。アパレル、
コスメ、生活雑貨
など、多くの店が軒を連ねている
ので、学校帰りのショッピングに
ぴったり！ 疲れたときに休める
カフェも充実しています。
名古屋市中区錦3-15-13先
営業時間／テナントにより異なる
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❸ サカエチカ

❺ 名古屋PARCO

ここに来れば、流行の最先端がわかる

栄の地下街、サカエチカには、
レストランからカフェ、B級
グルメまで、飲食店が充実。放課後のおしゃべりはもちろ
ん、
ランチにもおすすめの店がたくさんあります。セント
ラルパークとも繋がっているから、授業が終わった後に
ついブラブラしたくなります。

いつの時代も若者の流行の最先端を発信し続け
ているパルコ。栄にあるパルコは西館、南館、東
館、PARCO midiの4館があり、
メンズとレディー
ズの人気ブランドが多数集結！ショップ数は全国
でも最大規模となっています。ファッション以外
に映画館やギャラリーなどのエンタテインメント
施設もありますよ！

名古屋市中区栄3-4-6先
営業時間／テナントにより異なる

名古屋市中区栄3-29-1
営業時間／ 10：00〜21：00
（レストラン 11：00〜22：30）

栄有数のグルメスポット

※新型コロナウイルスの影響により営業時間等が変更となる場合があります
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