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「進化」と「深化」を続けて四半世紀
　本学園は、徳島健祥会福祉専門学校として1996年に開校し、
今年25周年を迎えます。超高齢化と人口減少、グローバル化の
加速する中、常に社会の明日を見据え、時代のニーズに対応しな
がら、高い専門性と豊かな心を持つ医療福祉人財の育成に取り
組んできました。
　経験豊富な手厚い教師陣、大学並みの整った設備、隣接する
医療・介護施設が実践的な学びの場となることなどを強みとする
本学園ですが、2018年には校名を専門学校健祥会学園に改
め、文部科学省認可の「職業実践専門課程」として、伝統の上に
さらなる「進化」と「深化」を続けています。
　目指すのは、専門的かつ実践的な能力はもちろんのこと、社会の
変化に対応できる柔軟性と高い創造性・人間性を備えた高度専門
職の育成です。これまでに世に送り出した人財は2902名。その多く
が、様 な々医療福祉の現場で活躍し、高い評価を得ています。

感謝と尊敬が注がれる仕事
　2020年春、皆さんにとって大切な人生の選択の時に、世界は
新型コロナウイルス感染症の蔓延という大きな困難の渦中です。
グローバル化した世界の抱える様々なリスクがあぶり出されるとと
もに、自由が脅かされ、経済は大きな打撃を受けています。まるで
人類の叡智が試されているかのようなこの試練を、私たちは手を
携えて乗り越え、克服していかなければなりません。
　一方で、このパンデミックにより、医療・介護そして教育・保育が
社会を支える必要不可欠のものであることが、改めて強く認識さ
れることとなりました。現場の人々は専門職としての誇りとともに、
惨禍の中、自らの責任をまっとうしながら懸命に務めており、感謝
と尊敬が彼らに注がれています。

時代の求める専門職へ
　今、IoTやAI、ビッグデータなどを活用した第4次産業革命の波
によって、生産の現場もサービスの現場も大きな変革期にあります
が、加えて、コロナ後の世界はさらに大きな変化に直面することと
なるでしょう。
　こうした「変化」の時代を生きる皆さんにとって、専門性は何物
にも代えがたい武器となります。働く子育て世代を支える保育士・
保育教諭への期待は高まる一方であり、人口の3分の1近くを占
める高齢者ができるだけ自立してよりよく生きるために、介護はもと
よりリハビリテーションにも非常に重きが置かれています。本学園
の4学科、どの職種も、社会の質を左右するほど重要な仕事とし
て、皆さんの人生の武器となります。
　将来的に多くの職がAIに取って代わられるといわれています
が、いくら科学技術が進歩しようと、医療・介護、教育・保育の仕
事は人にしかできない尊い仕事であり、喜びややりがいにあふれ
ています。そんな専門職への道を本学園で歩んでみませんか？
時代は皆さん方を待っています。

専門性という普遍の価値を
人生の武器として

理事長からのメッセージ
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健祥会グループ

理事長　

中村 太一



専門職の育成
　本学園は医療・福祉・保育の分野でリハビリテーション
や介護や保育を通して高齢者、障がい者、乳幼児を支
援する人財を育成しています。文部科学省からも教員の
質や学習環境が整っているとして職業実践専門課程に
認定されています。養成される理学療法士は、運動能力
が低下した障がい者や高齢者に対して運動療法や物
理療法等のリハビリテーション技術により能力や機能の
回復を支援します。作業療法士は、家事や運動や趣味
など具体的な活動ができるように作業療法を通して、ス
ムーズな日常生活への復帰を可能にします。介護福祉士
は、高齢者や身体精神障がい者の生活や活動を支援し
ます。保育士、幼稚園教諭は、乳幼児の健やかな育ち及
び保護者の子育てを支援します。これらの専門職は弱い
人を護る人財であり、いずれも国家資格です。とくに、社
会の経済状況等に左右されることなくこれから益々必要
とされていく専門職です。

キャンパスの特長
　本学園で育成する人財とは、（1）学習した知識や技
術を知恵に変えることができる現場力を有していること、
（2）多様な社会や環境に適応して飛躍できる「心と心を
繋ぐ」ことができること、（3）「礼儀と感謝」が実践できる
人財です。授業や実習による知識や技術の修得ととも
に、学園祭や新入生歓迎会などのキャンパスライフの中
で、人との交流を通して強くてやさしい人格を磨いてい
きます。
　本学園で専門的に学習できる特徴としては、運動器ス
ポーツ・リハビリ分野（トレーニング技術、サルコぺニア・フ
レイル予防）、神経リハビリ分野（神経・発達障がい者の

自立支援）、認定こども園と連携した保育士実践教育、
介護人財育成と人生再チャレンジの応援等です。

充実した学習支援体制
　本学園は、教育用個人タブレットやポートフォリオを活
用した学習支援体制を整備しており、遠隔授業も可能で
す。理学療法学科・作業療法学科の授業料も大幅に減
額し、中国・四国で最安になりました。このような特徴を有
し充実したキャンパスで、将来の活躍をめざす多くの若
人や社会人のみなさん、切磋琢磨して専門職になる夢を
実現させていきましょう。
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専門学校 健祥会学園　

校長　武田 英二

■ 理事長からのメッセージ

■ 校長からのメッセージ

■ 健祥会学園の特長

■ 卒業生からのメッセージ

・・・・・・1

・・・・・・・2

・・・・・・・・・・・3

・・・・・・・5

・・・・・・・・7

・・・・・・・11

・・・・・・・15

・・・・・・・・・・・・19

理学療法学科
作業療法学科
介護福祉学科
保育学科

・・・・・・・・・23

・・・・・・・・・・・・25

・・・・・・26

・・・・・・・・・・・27

・・・・・・・・・・・・・・29

・・・・30

■ 就職サポート・就職率

■ 国家試験サポート

■ 卒業後も安心のサポート

■ キャンパスライフ

■ 経済サポート

■ 入学試験に関するお知らせ

学科紹介I NDEX

校長からのメッセージ

■

■

■

■

「
専
門
学
校

健
祥
会
学
園
」の

豊
か
な
教
育
環
境



健祥会学園の特長 心と心が繋がる介護・保育・ 医療を提供し、
豊かな人生と心が満たされ る社会を実現する。

健祥会グループ40年、豊富な実績に
裏付けられた教育ノウハウと技術

専門性
を磨く

現場で学ぶ最前線の実践教育

実践力
を磨く

一人ひとりと向き合った指導で
コミュニケーション力を育成

人間性
を磨く
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心と心が繋がる介護・保育・ 医療を提供し、
れ る社会を実現する。

開校以来就職率100%
国家試験対策も万全サポート

就職力
を磨く

TOPICS

授業料大幅減額!!
理学療法学科

初年度40万円 

理学療法士・作業療法士への
夢をさらにサポート！！

3年間で80万円減額！

作業療法学科

職業に必要な実践的授業を実施

学校運営の透明性を示す第三者評価を実施

ICT教育の実践
学生に寄り添った教育を実施

リハビリテーション
教育評価機構の高い評価

文部科学大臣 認定
全学科「職業実践専門課程」

「職業実践専門課程」とは、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成するために、
企業等と連携した実習や実技の授業を重視した専門課程です。現場で行われている最
新の技術や知識を修得することができます。

個人用タブレットを使用した教育を導入
しています。授業中での活用だけでなく、
成果発表の場では学生自身がまとめた資
料を全体に配信して知識の共有にも利用
しています。

平成29年度から本学園の教育について一般財団法人リハビリテーション教育評価機構
による第三者評価を受け、多くの項目で高い評価をいただきました。

※第三者評価とは、学校の運営がどのようになされているのかなどを調査し評価することで、学校の透明性を
示す基準となっています。

入学金
授業料（年間）
実習費（年間）
施設設備費（年間）

2020年度まで
500,000円
700,000円
200,000円
300,000円

2021年度入学生から
300,000円
600,000円
200,000円
200,000円

中国・四国で

最安に!
※国公立大学除く理学・
作業療法士養成校で

2020.4.1現在 本学園調べ
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理学療法士 作業療法士

それぞれの暮らしや考え方に合わせて、その人に一番合っ
た治療を提供していく。そのためにはドクターやご家族など、
多くの方との関わりも必要です。学校で学んだコミュニケー
ションが、今では私の大きな力になっています！

対話し、考え、提案する
コミュニケーションを軸に
暮らしを支えていく喜び

リハビリテーションの技術として発展してきた理学療法ですが、
障がい者支援・介護予防はもちろん、現在は子どもの心身発達
のサポート、また精神疾患分野など様々な領域への応用が研
究されています。将来性の面からも、可能性の大きな仕事です。

より多くの人のために
社会の様々な分野に
展開し続ける理学療法

立石 広志 さん 枇杷谷 優理 さん

田岡病院 中洲八木病院

KENSHOKAI  



介護福祉士 保育士

自分を必要としてくれる誰かのため、そして社会のために
働ける。それが介護福祉士という仕事の魅力です。相手に
よって求められる対応は様々。まず「人の気持ちを理解す
る」ことを学ぶことが、すべてのスタートです。

頼ってくれる
誰かのために
まず「人」を学ぼう

新しい歌を覚える。一人で着替えられるようになる。片
付けができるようになる。毎日少しずつ自分の世界を
広げていく、幸せいっぱいの子どもたち。その成長を間
近で見続けていられることが、私の幸せでもあるのです。

子どもたちの幸せ
それはそのまま
私の幸せなのです
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枝川 梨奈 さん

現場で活躍する卒業生からのメッセージ

谷　尚典 さん

とくしま健祥会保育園健祥会ライデン
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定員［1学年］ 40名　
修業年限 3年

● 理学療法士（国家試験受験資格）
● ゲートボール3級審判員

取得資格

専門技術で
明日への一歩をサポート
自立への想いに応える
スペシャリストへ

理学療法学科
※令和2年実績

合格率
100%

理学療法士
国家試験

授業料
大幅減額！！

中国・四国で最安に!
※国公立大学除く理学・作業療法士養成校で

2020.4.1現在 本学園調べ

初年度40万円 
3年間で80万円減額！
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理学療法学科の学び

理
学
療
法
士

合格！
夢への第一歩です。

理
学
療
法
士
国
家
試
験
合
格

卒業後1年 2年 3年

学科長　松浦 康

理学療法士として
基礎を固める学習
医療従事者に必要な医療倫理、生
命倫理を修得するとともに、医学の
基礎となる人体の構造や機能、心
身の発達について学びます。

●  健康増進科学  
●  英語コミュニケーション  ●  情報科学  
●  解剖学   ●  生理学  ●  運動学  
●  人間発達学  ●  病理学  ●  臨床心理学  
●  リハビリテーション概論
●  理学療法概論  ●  基礎理学療法学  
●  リハビリテーション工学
●  ユニバーサルスポーツ
●  老年期障害理学療法学
●  理学療法評価学 
●  リハビリテーション医学 
●  基礎理学療法治療学 
●  スポーツ障害理学療法学 など

●  運動学  ●  一般臨床医学  ●  内科学  
●  神経内科学  ●  精神医学  ●  整形外科学  
●  老年医学  ●  理学療法評価学  
●  基礎理学療法治療学
●  神経系障害理学療法学
●  筋骨格系障害理学療法学
●  内部障害系理学療法学
●  発達障害系理学療法学
●  スポーツ系理学療法学   ●  物理療法学
●  義肢装具学  ●  日常生活活動学  
●  地域理学療法学 など

見学体験実習　 5日間
基礎評価実習（Ⅰ期） 5日間

理学療法各論の
学習
疾病における病理病態の理解をは
じめ、障がいの把握に必要な検査
方法や治療技術などの専門関連分
野を学びます。

地域福祉や地域リハビリテーショ
ンなどの高齢社会に求められる幅
広い知識を修得するとともに、臨床
実習を通して、理学療法士に必要
な専門知識やより高度な治療技術
を学びます。また、著名な講師を多
数招き、最先端の理学療法につい
ての講義が行われます。

基礎評価実習（Ⅱ期） 5日間
臨床評価実習 3週間

●  理学療法マネジメント論
●  理学療法臨床教育論
●  臨床理学療法学特論
●  臨床理学療法学演習

理学療法の
総仕上げ

臨床総合実習（Ⅰ期） 9週間
臨床総合実習（Ⅱ期） 8週間

理学療法学科

本学園では、入学前教育を行っております。
アクティブ・ラーニングを導入し、入学後学生が能動的に学習できる環境を整えています。

「福祉は人 人は心」の理念を体得し、医療と福祉の専門職としての役割と責任を理解するとともに、
職場での良好なチームワークを築き、地域社会の期待に応える人間性豊かな理学療法士を育成する

人財育成方針

リハビリテーション教育評価機構 認定

理学療法士の
仕 事

治療技術と心を磨き時代の変化に対応できる人財の育成
理学療法士は、けがや病気などによって運動機能が低下した
人々に対して、様々な運動や機器を用いた治療を実践するス
ペシャリストです。また、現在生活習慣病の予防やスポーツ分
野など活動の場が広がっています。小児から高齢者まで様々
な人達の「明日への一歩をサポート」できるやりがいのある専
門職です。

理学療法士が活動する現場では、身体の治療だけでなく「対
象者の方の想いに応える心に寄り添う治療」が求められてお
り、知識と技術だけでなく人間性や社会性そしてコミュニケー
ション能力を磨くことも重要になり、時代の変化に対応できる
人財の育成を考えております。
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スポーツ障害理学療法学　スポーツ系の実習では、テーピング・ストレッチ・種々のトレーニング方法について、身体を動かし自らが体感して学べるように実技練習を行います。

スポーツ現場で活躍する
教員からの直接指導！

現場で活躍する教員からスポーツ選手のトレーニング方法やけがの
治療・予防について学び、実際にスポーツ現場の見学・体験・サポート
に参加することができます。

理学療法士を目指して
日々、知識や技術を
磨いています

吹田 侑香 さん
池田高等学校辻校卒
理学療法学科 3年

勉強や実習で大変なこともありますが、信頼できる先生、心強い仲間のおかげで

毎日が楽しく充実しています。実習は、主に卒業生である先輩がご指導してくださ

るのでとても心強く、学校で学んだことをどのように臨床で生かされるのか知るこ

とができるとても貴重な場で、理学療法士になりたいと強く思えるいい機会です。 

たくさんの患者様の笑顔のために一緒に理学療法士を目指しましょう！

勉強やテスト対策、友達との発表資料の共有にタブレットは、とても役に立って

います。また、同じ夢を持った仲間や身近に寄り添ってくれる先生方、頼れる先

輩の存在が心強いです。「ちょっとわからないな」と感じたときに相談に乗って

もらえるため、頑張る力が湧いてきます。

高橋 みづ江 さん
川島高等学校卒
理学療法学科 3年

先輩の指導とタブレット
どちらも心強い存在！

ICT（Information and Communication Technology)を活用した学習を実施しています。
主要科目で教育用タブレットを使用した講義を実施しています。講義資料の保存、ノート・メ
モ機能、写真・動画撮影、画面共有などが可能です。タブレットは学生個人に配付され、通信
機能が備わっているため、「いつでも・どこでも・何度でも」学習することが可能です。

ICT教育で学習効果を最大限に！

1POINT

在校生 VOICE 在校生 VOICE
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物理療法学
物理療法学の実習では、実際に機器を用いて治療技
術を練習します。

基礎理学療法学
臨床現場で理学療法士に求められる技術について
知識の習得とその具体的な運動療法を学びます。

国家試験対策
クラスの仲間が一丸となり、全員合格に向けて学習が行
えるように、全教員がサポートします。

理学療法評価学
様々な評価機器を用い、科学的根拠に基づいた実習をします。臨床で活用できる知識の修得が可能です。

教員と学生の距離が非常に近いことも本学園の特徴。
日常の学習方法はもちろん実習対策・国家試験対策・就
職相談と3学年を通じて切れ目なく、それぞれの学生に
応じた丁寧な指導を行います。

むくの木クリニック　
本学園に隣接した健祥会グループの医療機関です。

学生に密着した
丁寧な指導！

理学療法は常に進化しており、いかに最新の技術を身につけ、現場の
「今」に対応していくかが重要な課題となります。本学園は健祥会グルー
プの医療機関が隣接しており「常に現場を体験できる」環境にあり、貴重
な経験を自然に蓄積できます。

現場の最前線に隣接した
環境で最新の技術と
実践力を身に付ける！

理学療法学科

「むくの木クリニック」のリハビリテーション科では、最新機器を備え本学園の
卒業生が後輩の指導にあたっており、安心して実習に臨める環境が整ってい
ます。頼れる先輩からのサポートが、成長をしっかり支えます。

休み時間も先輩に

教えてもらってます

学習や休憩に活用できる
フリースペースの充実

Wi-Fi完備

2POINT

3POINT

先輩の指導だから安心！
現場と直結した学びの環境
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定員［1学年］ 40名　
修業年限 3年

● 作業療法士（国家試験受験資格）
● ゲートボール3級審判員

取得資格

作業療法学科 世界作業療法士連盟
（ＷＦＯＴ）認定校
世界基準のカリキュラムで作業療法士
として海外での就労・留学・研修に有利

「こころ」と「からだ」の回復へ
その人らしい生活を
支える存在として

授業料
大幅減額！！

中国・四国で最安に!
※国公立大学除く理学・作業療法士養成校で

2020.4.1現在 本学園調べ

初年度40万円 
3年間で80万円減額！



作業療法学科

作業療法学科の学び

作
業
療
法
士

12

リハビリテーション教育評価機構 認定

学科長
奥野 剛史

「福祉は人 人は心」の理念を体得し、作業療法の知識・技術を有し、保健・医療・福祉、地域の中で
リハビリテーションチームの一員として協働でき、人との繋がりを大切にした作業療法士を育成する

人財育成方針

ヒトは「作業」をすることで元気になる
食事をしたり、入浴したり、音楽を聴いたり、勉強をしたり…
ヒトの日常生活に関わるすべての諸活動を「作業」と呼んで
います。
作業療法では、基本的な運動能力から社会の中に適応する
能力までを維持・改善し、「そのヒトらしい」生活の獲得を目
標にします。

そのため本学科では、医学的な知識だけではなく、作業療
法を通してヒトの人生に関わらせていただく意味を共に考
え、お互いがヒトとして成長できるような教育を大切にして
います。

1年 2年 3年 卒業後

作
業
療
法
士
国
家
試
験
合
格

作業療法士としての
基礎を固める学習
医療人・社会人としての礼儀と感謝、
基礎医学などについて学びます。

●  人間関係論  ●  ユニバーサルスポーツ
●  情報科学  ●  保健社会行動学
●  解剖学  ●  生理学  ●  運動学
●  人間発達学  ●  病理学
●  老年医学  ●  臨床心理学
●  基礎作業学  ●  作業科学
●  作業療法評価学
●  基礎作業療法治療学  
●  生活環境論など

●  一般臨床医学  ●  内科学  
●  精神医学  ●  整形外科学 
●  小児科学 ●  作業療法評価学
●  身体障害作業療法学
●  精神障害作業療法学
●  発達障害作業療法学
●  高齢期作業療法学
●  終末期作業療法学
●  日常生活活動学
●  義肢装具学
●  地域作業療法学など

作業療法各論の
学習
臨床の現場で知識を発揮できるよ
う、様々な疾病・障がいについて、
講義・実技を通して専門技術を学
びます。

1・2年次に学んだ知識を活かし、長
期臨床実習で実践します。また、国
家試験合格に向け、学生・教員が一
丸となって勉強に取り組みます。

基礎評価実習（Ⅱ期） ２週間
臨床評価実習 ４週間

●  作業療法マネジメント論
●  作業療法臨床教育論
●  臨床作業療法学など

作業療法の
総仕上げ

臨床総合実習（Ⅰ期） ９週間
臨床総合実習（Ⅱ期） ９週間

合格！
夢への第一歩です。

本学園では、入学前教育を行っております。
アクティブ・ラーニングを導入し、入学後学生が能動的に学習できる環境を整えています。

作業療法士の
仕 事

見学体験実習　 1週間
基礎評価実習（Ⅰ期） 1週間



入学前は全く違った職種についていましたが、様々な

経験を経て作業療法士という職業に興味を持ち、社

会人入学を決めました。現役入学のクラスメイトとは

ひとまわり以上も年齢が違うので、入学前はクラスに

馴染めるか不安でした。しかし、グループワークやクラ

ス一丸となって行うイベントも多く、すぐに仲良くなる

ことができました。先生方も優しく、勉強だけでなく

様々な相談に親身になって応じてくれます。現在は国

家試験合格に向けて、また臨床実習に向けてクラスメ

イトと協力して勉学に取り組んでいます。

クラス全員で目指す
国家試験合格！

実習や最終目標である国家試験に向けて日々勉学に

取り組んでいます。私は医療系に興味があり、現場の

作業療法士を見て私も社会に貢献できる作業療法

士になりたいと思いました。一年生では作業療法の

基礎を学びます。覚えることは多いですが、友人と

日々勉強をすることでやりがいを感じています。先生

との距離も近く気軽に質問ができる環境が整ってい

て勉学に励みやすいです。作業療法士になるまでは

楽しいことばかりではありませんが、サポートしてく

れる先生方や友人と共に頑張っていこうと思います。

先生方の親身なサポートで
迷わず取り組めます

介護老人保健施設（健祥会ハート）
疾病、負傷などにより生活能力が低下した高齢者に
対して、心身のリハビリテーションを行い、在宅生活
復帰を目指します。

実習施設

1
実習施設

2

基礎評価実習
評価技術やコミュニケーション力など、
実習の基礎を学びます。

むくの木クリニック　
本学園に隣接した健祥会グループの医療機関です。
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作業療法士は、常に対象者の方の生活課題に向き合い、ニーズを見出し治療・援助・
指導を行います。本学園は、世界作業療法士連盟の認定校であり、臨床実習を大切な
位置づけとしてカリキュラムを構成しています。実習においては、病院をはじめとする
医療機関やグループ施設と連携した実習を通して医療と福祉の領域を経験し、リハビ
リテーションの流れの中で作業療法士の役割や実践過程を学ぶことができます。

健祥会グループ内の施設との強い繋がりで実習をサポート！！

那賀高等学校卒
作業療法学科 2年

田中 眞生 さん 園部 智之 さん

新田高等学校卒
山口東京理科大学卒
作業療法学科 3年

在校生 VOICE在校生 VOICE

実習施設と学校の連携

実習で実感する「使命感」1POINT



作業療法評価学
検査・測定の技術を学ぶ。積み重ねた練習が修得に繋がります。

学びあい学習
休み時間や放課後は多学年で学びあいます。
時には試験対策もしてもらうなど、交流が深ま
ります。

日常生活活動学Ⅱ
家事動作も大切な生活行為
です。利き手が使えなくても
できる料理の方法を実践し
ます。

実習対策
実習で学んだこと、実習中の生活のことなどを
先輩から後輩へ伝えていきます。

作業療法士はチームで働く医療専門職です。目標に対するそれ
ぞれの役割を担いながら、さまざまなメンバーとチームで力を合
わせて進むことが求められます。自ら考え、提案し、推進する力、
協働する力が求められます。学内授業での演習課題や、臨床実習
での経験を通して「考える力とチームで行動する力」を育てます。
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国家試験合格は
自分たちの手で掴み取ります！！

幅広い分野の学びを支えるために、ICTを活用‼教育用タブレットを導入した
ICTを取り入れ、学びやすい環境を整えています。興味・関心・意欲が高まり、作
業療法の考えも広く、深くなっていくはず。何かを教えることから、何ができるよ
うになるかという視点で授業を組み合わせています。

作業療法の専門分野は広い！

作業療法士が関わる領域は、身体障がい、精神障がい、発達障がい、老年期障がいと広く、介護予防
をはじめとする保健領域にも広がりを見せています。求められる知識は幅広く多岐にわたりますが、
障がい構造を理解する過程では共通したものがあります。与えられた情報を自ら学ぶ主体的学習に
置き換え、楽しく能動的に作業療法を学びます。

作業療法を主体的に「学ぶ」2POINT

考える力とチームで
行動する力を「育てる」3POINT
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定員［1学年］ 80名　
修業年限 2年

取得資格

介護福祉学科
●  介護福祉士（国家試験受験資格）   
●  ゲートボール3級審判員

「プロ」としての技術と
「優しい心」で生活を支える

※令和2年実績

合格率
100%

介護福祉士
国家試験



教室の中だけが学びではありません。仲間との時
間やボランティア活動等、すべてが心を豊かにし
てくれます。

介護福祉学科の学び

生活の充実が
学習の充実にもつながります

介護実習Ⅰ　
介護実習Ⅱ

2週間
4週間

5週間介護実習Ⅲ

介
護
福
祉
士
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学科長
河野 和代

「福祉は人 人は心」の理念を体得し、「学問・技術・道徳」に秀でるトータルな人間を育成し、
介護現場で即実践力となり得る高度な専門的知識・技術を身に付けた人財を育成する

人財育成方針

進化し続ける介護技術を
現場との深い繋がりから実践レベルで学びます
本学科の教育カリキュラムは介護実習を軸として体系的に構
築されており、知識と技術、実践を連動して学べる内容です。ま
た、専門の学びだけでなく高齢者・障がい者の尊厳を守り、自立
を支える福祉人となるために、豊かであたたかな心も育てます。
卒業時には介護の最前線で即戦力として力を発揮できるよう、
健祥会グループの高齢者施設・事業所等と連携し、介護への見
識を深めながら、常に進化する現場の生活支援技術の体得を

目指します。
２年間を通してポートフォリオを活用しながら、日々の生活、学
習、介護実習、学内行事、就職支援等、学生一人ひとりの目標達
成に向けて、教員が寄り添い支援します。また、現場へでるため
の関門である介護福祉士国家試験については、試験対策の年
間プログラムを作成し、教員が手厚くサポートすることで合格
に導きます。

介護福祉士の
仕 事

介
護
福
祉
士
国
家
試
験
合
格

介  護
●  介護の基本  ●  コミュニケーション技術
●  生活支援技術  ●  介護過程  ●  介護総合演習

こころとからだのしくみ
●  発達と老化の理解  
●  障害の理解 

医療的ケア

人間と社会
●  人間の尊厳と自立
●  人間関係とコミュニケーション
●  生物  ●  健康と生活  ●  キャリア形成入門

介  護
●  介護の基本  ●  コミュニケーション技術 
●  生活支援技術  ●  介護過程  ●  介護総合演習 

本学園では、入学前教育を行っております。
アクティブ・ラーニングを導入し、入学後学生が能動的に学習できる環境を整えています。

こころとからだのしくみ
●  認知症の理解  ●  こころとからだのしくみ 

人間と社会
●  社会の理解  ●  キャリア形成実践

応用学習基礎学習 卒業後1年 2年

介護福祉学科

合格！
夢への第一歩です。

介護実習Ⅲ　5週間介護実習Ⅰ　2週間
介護実習Ⅱ　4週間
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介護ニーズの複雑化・多様化・高度化に対応し、利用者様やご家族の
エンパワメントを重視した支援ができることを目指します。
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介護現場の現状に即した
知識・実践力
 

1POINT

利用者様の気持ちを感じ取れる観察力や人間力が必要だと

教わっても、施設実習でいざ利用者様を前にすると、どうして

いいかわからないことばかりでした。それでも指導者の方や

先生からアドバイスを受けながら実践する中で、「なぜ」「どう

して」をいつも考えるようになり、自分の考え方が変わっていく

ことを実感しました。利用者様に喜んでもらえる支援ができ、

信頼される介護福祉士になれるように頑張っています。

毎日の授業では、覚えなくてはならないことも多いですが、グ

ループで考える授業も多く、そんなときはクラスの仲間と助

け合いながら乗り越えています。支援技術も、授業でうまくで

きなかったことは放課後に皆で練習をしています。介護福祉

学科はクラスメイトの年齢層が幅広いので、いろいろな考え

方に接することができ、刺激を受けています。クラスの仲間と

助け合いながら、全員で国家試験合格を目指しています。

グループワーク
グループワークはアクティブラーニングの代表的な手法の１つ
です。人に説明することで情報の整理ができ知識が定着します。
仲間との議論の中で、主体的・対話的で深い学びができます。

移乗をサポートする福祉機器
最新の福祉用具や機器を使った介護支援について学びます。

医療的ケア
医療職との連携のもとで医療的なケアを安
全・適切に実施できるように、必要な知識や技
術を学びます。

家事支援技術
調理工程を考えながら、おいしく食事を摂っていただける
よう作ります。

災害時の避難誘導
災害が発生した時の介護福祉士としての
役割について学び理解します。

ポートフォリオ
介護福祉学科では2年間の学びと成長の記録とし
てポートフォリオを導入しています。目標に向かっ
て学びを可視化し、計画的に実施していくことで、
確実なステップアップを目指します。学習内容や実
習での学びだけでなく、イベント参加や悩みも記
録してそれを振り返り、自身の成長の確認、自己覚
知につなげていきます。面談時にはポートフォリオ
をもとに、一人ひとりにあった細やかな対応をする
ことで、各自の目標達成と就職を支援します。

川島高等学校卒
介護福祉学科 2年

新居 宏介 さん

仲間と助け合って国家試験合格

変わっていく自分を実感！

生活支援技術　
心身の状況に応じた車いすを選び、自立に向けた移動支援は介護の仕
事における基本のひとつです。

在校生 VOICE

板野高等学校卒
介護福祉学科 2年
鎌田 道代 さん



一人ひとりが自分自身の人生に責任を持ち、どんな生き方や
働き方を実現したいかを考えることを大切にします。
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本学園の周辺には健祥会グループの高齢者施設や医療
機関があります。実習以外にも施設見学を行ったり、学内
授業において直接の指導をうけることで介護現場の現状
を知り、学びを深めます。

介護施設等と連携した
実習・授業2POINT

学生の目標を支援する
キャリア教育3POINT

介護福祉学科

バリアフリー展見学研修
高齢者や障がい者の快適な生活を提案でき
るよう、最先端の福祉用具や機器を見学・体
験します。

卒業後の教育
介護支援専門員受験対策講座や同窓会勉
強会などを開催し、卒業後のキャリアアップ
にも取り組んでいます。

文化講演会
学外講師を招いての講演会に参加すること
で、自己の考えを広げていきます。

入居者様との触れ合い
隣接施設の入居者様を招き、レクリエーション
を通して交流を深めます。

ゲートボール
地域の方にも参加していただき、楽しみ
ながらゲートボールのルールやチーム
ワークを学びます。

介護実習Ⅲ
さまざまな福祉施設で利用者様の
生活を理解し、どのような支援が必
要かを考えます。

実習報告会
実習指導者を招いて報告会を行い、実習で
学んだことをふりかえります。

介護の日の啓蒙活動
地域の方にバーチャルリアリティで認知症を体験し
ていただき、認知症への理解普及に努めています。

情報通信技術  ICTを活用した記録や、プレゼンテーションの基礎を学習します。

リフト車乗降介助
隣接するデイサービスの介護職員からリフト車の乗降
介助について実演をうけます。

介護実習Ⅰ
利用者様の笑顔を見られること
が、介護の仕事の喜びです。
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人
と
の
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を
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な
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り
を
大
切
に

　
人
を
想
う

　「
こ
こ
ろ
」を
育
む

定員［1学年］ 30名　
修業年限 2年

取得資格

保育学科
●  保育士　 
●  幼稚園教諭（二種免許）

●  社会福祉主事（任用）    
●  ゲートボール3級審判員

学費は
県内最安！

本学科は徳島県内最安の学費年額55万円！
近畿大学九州短期大学通信教育部保育科
併修費を含めても、卒業までにかかる

総費用は県内最安です。 

※2020年3月現在
本学園調べ 



保育学科の学び

保育実習Ⅰ（保育所）10日間
保育実習Ⅱ 10日間 　教育実習  10日間×2回

幼
稚
園
教
諭

保
育
士

教養科目
●  日本国憲法

専門教育科目Ⅰ
●   教育原理 ●  社会福祉 ●   社会的養護Ⅰ  ●   保育内容総論 
●  幼児と環境 ●  幼児と言葉 ●  幼児と造形表現 
●  幼児と音楽表現Ⅰ ・Ⅱ ●   乳児保育Ⅰ  ●    幼児の心理学 
●  保育の計画と評価 ●   幼児と人間関係 ●  健康
●  保育実習事前事後指導Ⅰ 

専門教育科目Ⅱ
●  教育方法論 ●   幼児の観察と理解Ⅰ 
●   音楽表現（指導法） ●   劇あそび（指導法）

専門教育科目Ⅱ
●  幼児の観察と理解Ⅱ・Ⅲ ●  教職概論 ●  教育相談 
●  児童文化 ●  幼児体育 ●  言語表現 
●  保育実習事前事後指導Ⅱ
特設科目
●  人形劇 ●  食育Ⅰ ・Ⅱ

教養科目
●  英会話 ●  健康科学 ●  生涯スポーツ ●  国語表現 
●  情報処理入門 ●  キャリア形成入門

専門教育科目Ⅰ
●  保育原理 ●  子ども家庭支援論 ●  保育の心理学 
●  子どもの保健 ●  子どもの食と栄養 ●  幼児と健康 
●  音楽表現技術Ⅰ・Ⅱ  ●  乳児保育Ⅱ  ●  幼児への特別な支援  
●  子どもの健康と安全 ●  子育て支援 など

卒業後1年 2年

２つの“士格”同時取得
専門士

［専門学校卒］＋
（近畿大学九州短期大学）

短期大学士
［短大卒］

卒業時に学位と称号の2つが同時に取得できます。
本学園は併修制度を導入しており、本学園へ入学すると近畿大学九州短期大学通
信教育部にも同時に入学することができます。本学科のカリキュラムの中に短期大
学の履修も含まれているので卒業と同時に短大卒の資格も得ることができます。

実習
実習
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  （施設）　10日間

保育学科

本学園では、入学前教育を行っております。
アクティブ・ラーニングを導入し、入学後学生が能動的に学習できる環境を整えています。

学校で
学んだことを

活かして
がんばるぞ

保育士の
仕 事

学科長
園木 夏江

「福祉は人 人は心」の理念を体得し、乳幼児の保育・教育に関する専門的知識・技術を有し、
また地域や社会の福祉に貢献していく心と心を繋ぐ人財を育成する

人財育成方針

人を想う心を持ち 寄り添い支えることのできる力を培う
保育学科では２年間の学びで保育士資格と幼稚園教諭二種
免許が取得できます。専任教員が担任となり入学から卒業ま
で少人数制ならではのきめ細かな教育をしています。昨今の
子どもや家庭を取り巻く環境の変化にともない、子ども達の育
ちや保護者支援の必要性など保育士に求められる役割は重

要となっています。また、保育所保育指針や幼稚園教育要領の
改訂により実践力のある保育士の養成に向けて教育カリキュ
ラムを見直し、より効果的に学修ができるようになりました。そ
して、卒業後も同窓会勉強会などを開催しキャリアアップ支援
も行っています。



幼児体育
体を動かすことの楽しさや、子どもへの援助の仕
方等を実際に遊びを通して学びます。

キャリア教育
学生それぞれの目標に向かっての支援や、卒
業後のキャリアアップにむけて同窓会勉強会
も開催しています。

幼児と音楽表現Ⅰ
子どもたちと関わる保育者として豊かな感性を持っ
て楽しくピアノ演奏できることは必要な技術です。
昼休みや放課後も練習しています。

乳児保育Ⅱ
乳児の発達や特性を知り、保育の方法を具体的に学び、専門性を磨きます。

幼児と造形表現
フェルトを使って“大きなかぶ”のエプロン
シアターを制作。子どもたちの前で発表で
きるよう練習し、表現力を身につけます。

言語表現
授業で作ったペープサート。演じ方をグループで話し合い、1つの物語を作り上
げていきます。
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保育・幼児教育の現場に
即したカリキュラム

２年間の学園生活で学生が能動的に学ぶことができます。また、学生一人
ひとりに寄り添った教育を行うことで、人間力・専門力・実践力を養います。
 

1POINT

学習や休憩に活用できるフリースペース

自らの目標や授業等での学びを保育士や幼稚園教諭を目指す成長記録としてポートフォ
リオにまとめることで、卒業時までの軌跡が見えます。その積み重ねが専門職としての自信
へと繋がります。面談時には、ポートフォリオをもとに、一人ひとりにあった細やかな対応
をすることで、各自の目標達成を支援します。

自らの成長や学びの過程が見える

私は大学生の時にした学童保育と保育園でのボランティア活動がきっか

けで幼い子どもの成長に携わる仕事がしたいと思い、保育士を志しまし

た。既卒で入学することに不安を感じていましたが、オープンキャンパス

に参加して先生が学生一人ひとりに寄り添ってくれる点や、学費が県内で

最安という点に魅力を感じ入学を決めました。初めての保育実習ではと

まどうこともありましたが、先生に相談をしてアドバイスをいただいたお

かげで安心して実習を終えることができました。

担任の先生は心強い味方です

小松島高等学校卒
神戸女子大学卒
保育学科 2年
張 歩実 さん

在校生 VOICE



食育
管理栄養士の講義を受けて知識を深め、子どもたちと
の収穫や調理を通して、実践的に伝え方を習得します。

幼児と環境
グループ園の子どもたちを招いて学生立案の保育計画を実践し、
保育の楽しさや難しさを体験します。
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保育実習Ⅰ
授業で学んだことが実際に現場ではどう生か
されているのかを学びます。観察や子どもと
の関わりを通して、子どもを理解し、保育士の
動きを観て学びます。

見学実習
1年生前期から保育の現場を見学し、施
設の概要を学び、子どもと関わります。

人との出会いが学びにつながる
保育現場と連携した授業・実習

１年生からさまざまな施設と連携した授業や実習を行っています。健祥会グ
ループ４園や子育て支援施設と連携し、見学や子どもとの関わりを積み重ね、
現場での生きた学びを大切にしています。

2POINT

子育て支援イベント
子育て支援イベントに参加し、子どもたちと
一緒に簡単なおもちゃを作ったり遊んだり
しながら実践力を身につけています。

夏まつりボランティア
実習とは違った雰囲気や楽しさの中で、
子どもたちや保護者の方とコミュニケー
ションをとりながら、将来保育者として働
く自信に繋げます。

子育て支援
子育て支援施設などに訪問し、未就学児とその保護者に遊びを提供したり、
ふれあったりする中で専門性を磨いています。

Tomorrow Land
地域の保育所等を本学園に招き、子どもたちに習
得した保育技術を披露しています。毎年、学生と
一緒に踊るダンスは子どもたちに人気です。

保育実習Ⅱ
保育所の役割や機能、保育士の業務内容や職業倫理等、具体的に実習
を通して理解します。

同じ夢を持った
友だちだから

毎日が楽しい♪

「保育士になりたい」という同じ目標を持って一緒に学ぶ仲間とは男女を問わず仲が良く、ク

ラスもにぎやかで楽しい雰囲気です。毎日の授業は講義だけでなくグループワークや制作活

動など、自分たちで考えて進めていく内容の授業や保育現場の見学や子ども達と関わりなが

ら学ぶ授業がたくさんあります。また、いろいろな現場で働く卒業生から直接仕事の内容を聞

かせてもらえる機会もあり、自分の将来の目標を早い段階で考えることができます。

卒業生から現場で働くリアルな声が聞けます

林 美紅 さん

徳島商業高等学校卒
保育学科 ２年

在校生 VOICE



就職サポート
万全なバックアップ体制で就職活動をしっかりサポート。
卒業後の就職先も、一人ひとりの希望や適性に合った様々な施設を紹介します。
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第一志望に
就職できました

毎年就職の時期に合わせて「合同就職説明会」を開催しています。徳島県内はもちろん県外
からも多数の病院や施設の採用担当が来校され、就職活動に向けての心構えなどの講演
を聞いたり、各施設の概要の説明を受けることができます。

就職ガイダンス

社会人としての基本的なスキルを習得する講座を開講。挨拶や対話の常識、現場で役立つコ
ミュニケーションスキル、様々な書類の書き方など、就職後に必要となるノウハウが身につけ
られます。

マナー講座の開講

担当教員が学生一人ひとりと真剣に向き合い、それぞれの希望や個性を最大限に尊重した
就職に向けて、プロとしての責任を持った様々な支援活動を行います。自分の適性が客観的
に判断できない、進路に迷っている、そんな時にも「徹底した個別サポート」が、すべての学
生をしっかりと支えます。

個別サポート

定期的に開催される健祥会グループ職員との交流会は、現場の実感や体験談を聞けるチャ
ンス！貴重な「いま」の情報を進路選択の参考にできます。

健祥会グループ職員との交流会

本学園は、健祥会グループをはじ

め病院などの就職サポートが充実

しています。情報提供や相談に乗っ

ていただき、無事希望通りに就職

することができました。

先生方のサポートが
公務員試験合格の力に！

公務員試験に向けて面接練習をしてくれ

たり、地域の子育て情報を資料にまとめて

くれたりするなど、先生方が丁寧にサポー

トしてくれました。最後まで優しく寄り添っ

てくれた先生方に心から感謝しています。 理学療法学科 第16期卒

福原 康治 さん
保育学科 第2期卒

妹尾 美乃里 さん



※2019年度実績

※2019年度実績 病院
96％

施設
4%病院

93％

施設
7％

※2019年度実績

保育園
52％

認定こども園
10％

公立保育所
5％

公立幼稚園
5％

その他
18％

児童発達支援センター
10％

就職率

全学科開校以来 100%就職活動を徹底サポート！！

2020年3月卒 求人倍率 54.9倍
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※2020年3月31日現在

介護福祉学科

2020年3月卒 求人倍率 117.4倍保育学科

※2019年度実績

介護老人福祉施設
38％

障がい者
支援施設 3％

通所介護
5％

介護老人
保健施設
20％

グループホーム
13％

訪問介護 3％

病院 3％
その他
15％

愛美会、阿波老人ホーム仙寿園、エ
クセレント、江藤病院、エルダリー
ガーデン、上板あおば園、かもな園
菊美荘、御所園、水の花荘、たまき
青空病院グループ、天満病院、西室
苑、のぞみ、平成博愛会、ユーセイ
ホールディングス、TOTO、健祥会グ
ループなど

あいずみ保育園、あけぼの保育園、あゆみ
の森保育園、彩保育園、鴨島中央保育園、木
のいえ共同保育園、気延のもりの保育園、す
ぎのこ、徳島赤十字乳児院、どんぐり、鳴門子
ども学園、みずほ保育園、みのり乳児園、未
来、めだか、山瀬かもめこども園、公立保育
園・幼稚園、健祥会グループなど

●高齢者施設　　
●病院
●障害者支援施設　
●福祉事業所 など

●保育園 
●幼稚園
●認定こども園 
●児童発達支援センター  など

2020年3月卒 求人倍率 91.3倍理学療法学科

2020年3月卒 求人倍率 100.7倍作業療法学科

※2018・2019年度実績（一部抜粋）

※2018・2019年度実績（一部抜粋）

※2018・2019年度実績（一部抜粋）

※2018・2019年度実績（一部抜粋）

稲次病院、兼松病院、鴨島病院、関西メ
ディカル病院、京都大原記念病院、小松
島病院、千里リハビリテーション病院、
田岡病院、東洋病院、徳島平成病院、徳
島県立中央病院、独立行政法人国立病
院機構、中洲八木病院、阪神リハビリ
テーション病院 、ホウエツ病院、健祥会
グループなど 

藍里病院、伊月病院、伊予病院 、香川大学医
学部付属病院、鴨島病院、京都きづ川病院、
城南病院、西予市野城総合福祉協会、
TAOKAこころの医療センター、寺沢病院、徳
島県立中央病院、徳島赤十字病院、徳島平成
病院、独立行政法人病院機構、三豊市立西香
川病院、吉野川病院、健祥会グループなど 

●一般病院　
●リハビリテーション病院
●小児施設　
●高齢者施設 など

●一般病院 
●通所訪問事業所
●高齢者施設 
●小児施設  など



国家試験サポート
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国家試験の突破は学生にとって最大の目標。
もちろん毎年綿密なプログラムを作成・実施し、
全力を挙げてバックアップしています。

国家試験対策委員会で過去の出題データ等を
分析し、毎年対策プログラムを企画作成してい
ます。

国家試験対策委員による
データ分析

学生5~6人に教員1人というグループを組み、
小集団学習を徹底サポート。学生同士が刺激し
合って効率・やる気を高める環境を形成します。

グループワークによる学習

県内外から国家試験対策専門、各専門分野の
第一人者を招待し、特別講義を開講。高度な授
業内容が実力に結びつくことはもちろん、全国
的にも有名な先生から学んだ経験が、学生にと
って大きな自信となります。

教育用タブレットを
使って国家試験対策の
勉強をいつでもどこで
も行うことができます。

外部講師による特別講義

現場で働く先輩が、試験突破の体験談や現場で
のエピソードを学生に伝える特別講座を開講。
生の声が何より価値ある教材となります。

卒業生によるアドバイス講座

全国統一模試はもちろん、校内でも随時独自の
模擬試験を実施。成績をしっかり分析し弱点を
把握することで、学力向上を支援しています。

全国模試、本学園独自の
校内模試を定期的に実施

ICTを活用

先生方や
周りの人の支えが
国家試験突破の
原動力に！

前期中は朝配られた模擬問題を順

番に学生が解説し、先生が補足す

るスタイルで進め、国家試験前に

は少人数のグループ学習で追い込

みをかけました。仲間や先生の支

えのおかげで乗り越えられました。

最後まで親身な先生と
仲間のおかげ

国家試験の対策プリントは毎日配られ、教

室やラウンジなど、快適な環境で勉強でき

ます。分からないところがあるとすぐに先

生に聞くことができ分かるまで教えてくれ

ます。グループでの学習では教え合い協力

して国家試験勉強を行いました。国家試験

まで頑張れたのは一緒に勉強した友達が

いたおかげです。

介護福祉学科 第21期卒

峰　鈴夏 さん
作業療法学科 第16期卒

日野 美生 さん



卒業後も安心のサポート
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卒業後の再就職もフォローアップします

本学園では卒業後も最新情報を得る機会や、仕事に役立つ
ネットワークの形成など、多くのサポートを実施しています。
就職してからも安心の制度を用意しています。

就職後もさらに自分を磨き、知識・能力を
高めたい。さらなる可能性を追求したい。
そう考える卒業生に対しても、キャリアアッ
プ支援を実施。様々な専門講座への参加
で、スペシャリティを磨き続けられます。

勉強会

卒業生たちが集まって親交を深める同窓会。お
互いに情報交換ができます。

定期的に本学園で勉強会を行っており、講師を招
いての研修や事例検討を通して意見交換し、見識
を深めます。

同窓会ネットワーク

実務経験が必要な上級資格試験も全力でサポート。

ケアマネジャー受験対策

リハビリテーション部 
より高度な技術とスキルを学べる、健祥会グループの技術講習
会を開催

公開講座 
様々な分野の外部講師を招待し、卒業生向けに講座を開講

勉強会・症例検討会 現場での事例研究を通して専門職としての質の向上を目指します。

学生時代に築いた絆は
一生モノの財産です

就職して10年以上経ちますが、学生時代

の仲間との繋がりは今でも宝物。現場で

情報を交換したり激励しあったり、他分野

のノウハウなどを学ぶ所も大きいです。学

生時代に培った、仲間との絆。これは私に

とって、一生モノの大切な財産です。

理学療法学科 第4期卒

流　一貴 さん

各分野でスキルを磨く
キャリアアップ講座



4月 5月 6月 7月 8月 9月

● 入学式

● オリエンテーション

● 個人面談

● バリアフリー展見学研修

● 新入生歓迎会

● おぎゃっと21

● 臨床総合実習（理学･作業3年）

● 見学実習（保育1年）

● 介護実習（介護2年）

● ワンダー元気セミナー（保育1・2年）

● 介護実習（介護1年）

● 教育実習（保育2年）

● 夏季休業

● 健祥会グループ連阿波踊り

● 就職ガイダンス（介護）

● 臨床総合実習（理学・作業3年）

● 前期定期試験

● 近畿大学スクーリング
　 （保育2年）

● 海外研修旅行

● 基礎評価実習
　（理学・作業2年）

C A M P U S  L I F E
年間スケジュール

本学園では希望の学生を海外（ヨーロッパ）の
研修旅行に送り出し、海外の介護・保育の現状
と最新の情報を学び、またそこに関わる人々と
のふれ合いを体験しています。グローバルな視
野に基づいた職業観と一生の思い出をぜひこ
の機会に得てください。

海外研修（介護・保育
のみ）

毎日の授業や実習だけじゃない。
健祥会学園のキャンパスライフ笑う、泣く、楽しむ、挑戦する。
いろんな出会いや体験が、
自分の世界をどんどん広げてくれます！

● 見学体験実習（理学・作業1年）

● 健祥会夏まつり・納涼祭

● 保育実習Ⅱ（保育2年）

● 介護実習（介護1年）

海外にも目を向け
自分を磨いていく
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ストックホルム大学の学生と交流

プリスクール見学 デイケアセンター見学



10月 11月 12月 1月 2月 3月

● 後期授業開始

● 学生協卓球・バレーボール大会

● 学園祭

● 解剖見学実習（理学・作業2年）

● 卒業論文発表会（理学・作業3年）

● 保育実習Ⅰ（保育1年）

● 基礎評価実習（理学・作業1年）

● 臨床評価実習（理学・作業2年）

● 介護実習（介護1年）

● 教育実習（保育2年）

● 就職説明会（理学・作業3年）

● 介護実習発表会

● 症例発表会（理学・作業2年）

● 冬季休業

● 後期定期試験

● 理学・作業療法士国家試験

● 介護福祉士国家試験

● Tomorrow Land（保育1・2年）

● 卒業式

● 春季休業

● 国家試験合格発表

学内で催されるイベントのほとんどは、学生がその企画
から実行まで、全てを自分たちの手で動かしています。こ
うした運営活動に取り組むことは、将来職場でのチーム
ワーク向上や自発的行動を行うための「センス」を磨くこ
とにも一役買っています。何より、自分たちで思い出を築
くことの喜びと楽しさは、本当に大きなものです。

学園祭
思い出を一緒に!  
学生が創る学園祭
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モン吉スーパーライブ 模擬店



詳しくは学生募集要項をご覧ください。

奨学金制度等

修学資金貸付事業

保育学科

保育学科

特待生制度

在学中、2年間で
総額160万円の貸与！

月額
5万円 

入学準備金
20万円

 就職準備金
20万円

兄弟姉妹親子配偶者入学金半額免除（介護福祉学科・保育学科のみ）
特　典

遠隔地通学支援助成金（介護福祉学科・保育学科のみ）

特　典 遠隔地から本学園に通学、または本学園に通学するために、アパート等で生活を行う者に対し、初年度前期授業料より10万円減額します。
※遠隔地について・・・徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、石井町、神山町、佐那河内村を除く地域

志願者の兄弟姉妹親子配偶者が本学園に在籍もしくは卒業生の場合、入学金を半額免除します。

特別奨励金支給制度
特　典 学年を通して成績が優良だった学生に対し、年度末に奨励金として１万円分の商品券を支給します。 

（理学療法学科・作業療法学科のみ）

●日本学生支援機構奨学金　 ●国の教育ローン（日本政策金融公庫）　 ●修学資金貸付事業（介護・保育のみ）
●生命保険協会奨学金（介護・保育のみ）　 ●オリコ学費サポートプラン（提携教育ローン）　 ●教育訓練給付制度　　　　　　　　　　●その他

返還免除！資格取得後、徳島県内で5年間介護福祉士・保育士業務に従事すれば

学費は県内最安！
徳島県内最安の学費年額55万円！
近畿大学九州短期大学通信教育部保育科併修費を含め、
卒業までにかかる総費用も県内最安です。

介護福祉学科

29

介護福祉学科  はさらに国家試験受験対策費用として年度ごとに4万円（4万円×2年＝8万円）の
貸付を申請できます。

修学の支援について
授業料、入学金の免除または減額（授業料等減免）と、給付型奨学金の2つの支援が受けられる制度です。
※「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく公的な支援制度です。

対象学科

対象学生

全学科

●住民税非課税世帯の学生、並びにそれに準ずる学生　●生活保護受給世帯の学生　●社会的養護を必要とする学生
※ただし、高等学校卒業から２年が経過していない方に限られます。

支援内容

申請方法

この制度での支援は、奨学金の給付と授業料等の減免の両方で行われます。

■ 奨学金の給付
自宅生　　年間最大約４６万円給付
自宅外生　年間最大約９１万円給付

■ 授業料などの減免
入学金を最大約１６万円減免
授業料を年間最大約５９万円減免（保育学科は年間最大４０万円）
※支援内容は家計所得に準じて段階的に適用されます。
詳しくは入試事務局までお問い合わせください。

2/3

2/3
1/3
1/3

給付型
奨学金

年収
目安

支援内容の適用イメージ

約270万円
（住民税非課税）

約300万円 約380万円

授業料等
免除

※年収目安は、両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の金額であり、
家族構成により基準となる金額は異なります。

※2020年3月現在 本学園調べ

理学療法学科

作業療法学科
授業料大幅減額！！
中国・四国で最安！

※国公立大学除く理学・作業療法士養成校で 2020年4月現在 本学園調べ

初年度40万円   3年間で80万円減額！

本学園への進学前、進学後に申し込むことができます。進学前の申し込みは、高等学校を通じて給付奨学金を予約採用として
申し込んでください。進学後の申し込みは、合格者説明会や入学後に説明いたします。

経済サポート



詳しくは学生募集要項をご覧ください。

試験区分 選考方法 出願期間 選考日 合格発表
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 6/13（土） ～ 7/16（木）

 7/27（月） ～ 8/15（土）

 8/24（月） ～ 9/5（土）

 9/1（火） ～ 9/24（木）

 9/1（火） ～ 10/1（木）

 11/2（月） ～ 11/26（木）

 12/21（月） ～ 1/21（木）

 2/1（月） ～ 3/4（木）

●面接

●面接

●面接　●小論文

●面接

●面接　●小論文

●面接

●面接　●小論文

●面接

●面接　●小論文

●面接

7/23（木）

8/22（土）

9/12（土）

10/3（土）

10/10（土）
選考日から
5日以内

12/5（土）

1/30（土）

3/14（日）

指定校推薦

一般一次

社会人推薦

一般二次

社会人推薦

一般三次

社会人推薦

一般四次

社会人推薦

総合型選抜

指定校推薦

一般一次

社会人推薦

一般二次

社会人推薦

一般三次

社会人推薦

一般四次

社会人推薦

入学試験に関するお知らせ ［入試日程及び選考方法］

総合型選抜 専願

専願

併願

専願

併願

専願

併願

専願

併願

専願

専願

専願

併願

専願

併願

専願

併願

専願

併願

専願

試験区分 選考方法 出願期間 選考日 合格発表

●面接
●数学Ⅰまたは国語総合

●面接
●数学Ⅰまたは国語総合

●面接　●小論文

●面接
●数学Ⅰまたは国語総合

●面接　●小論文

●面接
●数学Ⅰまたは国語総合

●面接　●小論文

●面接　●小論文

 6/13（土） ～ 9/5（土）

 9/1（火） ～ 9/24（木）

 9/1（火） ～ 10/1（木）

 11/2（月） ～ 11/26（木）

 12/21（月） ～ 1/21（木）

 2/1（月） ～ 3/4（木）

9/12（土）

10/3（土）

10/10（土）

12/5（土）

1/30（土）

3/14（日）

選考日から
5日以内

●面接　●小論文

●面接

■理学療法学科　■作業療法学科

■介護福祉学科　■保育学科



ACCESS
交通のご案内

（徳島駅方面からのアクセス）

●JRご利用の場合・・・・・・・・ 徳島駅より徳島線穴吹・阿波池田行きに乗車（約12分）
 「府中」駅にて下車。徒歩約25分

●バスご利用の場合・・・・・・ 徳島駅より徳島バス日開経由竜王団地線に乗車「井戸」にて下車。徒歩約10分

徳島駅より約15分●自動車ご利用の場合・・・・

■入試事務局
〒779-3105　徳島県徳島市国府町東高輪字天満369-1　TEL.088-642-9810　
E-mail  info@kenshokai.ac.jp　 https://www.kenshokai.ac.jp/

府中駅

鮎喰駅

モスバーガー

ジョイフル

◀至池田

JR徳島線

鮎
喰
川

中鮎喰橋ローソン

キョーエイ
国府店

ディスカウント
ドラッグ
コスモス

附家書店

マルナカ

セブン
ファミリーマート

セブンイレブン

タクト

ジョイフル

山かつ パパベル

Bunzo

珈琲煎家
まいせん

通いやすい周辺環境！ 
飲食店もいっぱいです

ACCESS MAP
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1

192

学園近くにはお店がいっぱい！遊びもGOOD♪

学園周辺に

多数アパートあります

KENSHOKAI GAKUEN

井戸バス停

CoCo
壱番屋

蔵本駅

24

24

24

健祥会学園 1号館

健祥会学園 本館

健祥会パートナー

健祥会本部・健祥会プレゼンテーション
ケアハウス健祥会ひまわり
健祥会デイサービスセンター徳島
むくの木クリニック
特別養護老人ホーム笑顔
グループホーム元気

2

1
2
3
4
5
6

3

4

5
6

1

「井戸」バス停より
徒歩約10分

◀至鴨島

徳島駅より車で
約15分

徳島駅から約12分

1

30

41

29

府中

藍住IC
フジ
グラン

ゆめタウン

徳島大学病院

県立中央病院

市民病院

徳島IC

吉野川

鮎喰 蔵本 佐古

吉成

徳島

55

11

◀至池田

◀

至鳴門

◀至小松島

◀

至板野

眉山

192

徳島大学病院 県立中央病院

至徳島駅▶


