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心と心を繋ぐ
専門職養成

「共創」と「競争」で
時代の求める専門職へ

１．専門学校の役割

日本は少子高齢社会を迎えており、社
会を支え発展させる若者の活躍が強く
期待されています。リハビリテーショ
ンや介護・保育・福祉は、高齢者、子
ども、障がい者等の誇り、自尊心、威
厳を護りながら自立・自律を支援する
高度な専門技術です。
徳島健祥会福祉専門学校は、高齢者や障
がい者などの社会的弱者に対する福祉
が充実した福祉社会を築くために必要な
人財育成を目的として創設されました。
本校では、
１）�学生が自ら成長したいという気持ち
を持つための支援

２）�知識や技術を基盤にした知恵をはた
らかせた現場力を築く学習

を強化しています。
すなわち、
１）しっかり挨拶ができること
２）�ONとOFFをはっきり区別して学習
に臨むこと

３）�アクティブ・ラーニングの技法を取り
入れた講義

を行っています。

２．社会で求められる専門職とは

介護福祉士は、心身の状況に応じた介護
により、高齢者、精神・身体障がい者の
QOLを向上させます。保育士は幼児の
発育発達を保護者とともに支援します。
社会福祉士は、生活課題を抱えているク
ライエントに対して、相談援助を行うとと
もに、いっしょに問題解決を図り、生活
と権利を守る支援をします。理学療法士
は、障がい者に対する運動療法、物理療
法、訓練により機能を回復させます。作
業療法士は、障がい者の生活活動を通
し、スムーズな日常生活を可能にします。
ヒトは身体とともに心や気持ちによって
元気にもなり、また反対に病気になった
りします。したがって、「専門的な知識と
技術」に加えて「ヒトをやさしく守る気持
ち」、「対話能力」、「社会のルールを守る
ことや常識、マナー」、などを磨きます。
なかでも挨拶することは、「あなたに心
を開きました。あなたと今、コミュニケー
ションがしたいです。あなたを大切に
思っています。あなたからの要望に私は
できる限り応えたいです」を伝える大切
なメッセージになります。やさしい言葉や
友人との交流、またリハビリテーションや
介護などにより脳からオキシトシンとい
うホルモン分泌が増加するからです。オ
キシトシンが増えると明るく前に向かっ
て進めるとともに、思いやりをもって親
切にできます。すなわち、おだやかな心
をもって努力することができます。

３．専門学校での飛躍

2016年度のノーベル賞は細胞内部の
自食作用、オートファジーのメカニズム
を解明した大隅良典さんが受賞されまし
た。オートファジーは古くなったたんぱく
質を壊して新しいたんぱく質や糖質を合
成し、生命を守る重要な役割を果たしま
す。大隅さんはこつこつ努力され、人の
幸福に結びつく基礎的知見を発見されま
した。誰もが大隅さんのようにノーベル
賞を獲得できるわけではありませんが、
人間は誰しも自分が必要とされることが
生きがいになります。専門職として社会
的弱者を支えるリハビリテーション分野
および介護・保育・福祉分野での活躍に
より、充実した生きがいのある人生を送
ることができます。学校生活では学校祭
や海外研修を含めた学習と、友人との交
流や教員との語らいによって成長するこ
とができます。人格を鍛えたうえで、座
学および実習を通して多くの知識を吸収
し、国家試験に合格できるように学習し
ます。さらに、介護・医療の現場では、知
識だけでは高齢者や患者をケアすること
は困難で、知識を知恵に変えることがで
きて初めて現場で活用し活躍できます。
私達の使命は、人間の尊厳を守る〝心と
心が繋がる福祉医療社会〟を実現するこ
とです。豊かな人生と心が満たされる社
会を実現するために、本校で「心と心を
繋ぐ専門職」の道を進もうではありませ
んか。

1996年の創立以来、20年の間に本
校を取り巻く環境はめまぐるしく変化
しています。世界のどの国も経験した
ことのない超高齢化と人口減少、高齢
者の増加と支え手の減少により社会保
障はますます厳しさを増すとともに、
一方でその重要性もさらに高まってい
ます。
すべての人がそれぞれに自分の能力を
発揮し、輝いて生きる「一億総活躍社
会」実現のために、皆さんがめざす介
護・保育・医療の分野には今、大きく
光が当たっており、介護職や保育士の
処遇が向上しています。リハビリテー
ションにも非常に重きが置かれるよう
になってきました。介護・医療現場で
もICTが推進され、業務の効率化や職
員の負担軽減の動きも加速していま
す。社会の期待に応えるためには、生
産性を向上させながら高品質なサービ
スをつくっていかねばならず、皆さん
方の役割はいよいよ重くなっているの
です。

少子高齢人口減少社会は労働人口減少
社会です。健祥会グループではEPA

による介護福祉士候補者が9年前から
就労しており、日本、インドネシア、
フィリピン、ベトナムの人財が切磋琢
磨しています。また、在留資格がいよ
いよ「介護」の専門職に認められるこ
ととなり、「技能実習制度」の対象に
もなりました。今後さらに労働市場の
グローバル化は進み、日本の介護・医
療・リハビリの技術とノウハウを持つ
人財の活躍の舞台は、アジアへ、世界
へと広がっていくでしょう。

皆さんがこれから歩む時代は、変化と
不確実性の時代と言われています。そ
して同時に、多様な人財が創意工夫で
能力を発揮しながら競い合う「共創」
と「競争」の時代です。この時代をた
くましく生き抜くための武器となるの
は専門性であり、高い専門性を身に付
けるための教育内容の充実こそが本校
の強みです。
母体である健祥会グループには介護から
医療、保育、障がいまで、様々な種別の
施設が数多くあり、皆さんには、最新の
知見と技術を学ぶことのできる現場直結
の教育環境が用意されています。クリ

ニック・施設と本校との協力連携のも
と、科学的な数値を意識した介護・リ
ハビリの実践と研究活動もすすめられ
ています。
また、教師と学生の固い絆も本校の伝
統。恵まれた教育環境と最新の設備の
下、手厚い教師陣が専門性・科学性に
立脚した先進の技術を提供し、専門職
としての「進化」と「深化」をサポー
トします。同時に、人に向き合うコ
ミュニケーション能力や、いのちを預
かる「職」としての人間性も豊かに育
んでいきます。

皆さんは今、人生の一つの大きな岐路
に立ち、一つの確かな道を選び取りま
した。介護・保育・医療の道は、間違
いなく、人生を賭けるに足るすばらし
い仕事です。どうか、本校で切磋琢磨
し、専門職としての揺るぎない自分を
つくりあげていってください。

徳島健祥会福祉専門学校 校長　武 田  英 二 健祥会グループ理事長　中 村  太 一



Q　サルコペニアとは何でしょう？

加齢や運動不足によって筋肉量が減少することで
す。歩行や生活活動量、日常生活動作能力の低下を
きたす要因の一つです。また、転倒や閉じこもりの
原因になるともいわれ、自分らしく生きていくこと
の妨げとなります。現在、サルコペニアに対しての
予防と対策について注目が集まっています。

Q　データの蓄積はどのようにしていますか？

健祥会グループの介護施設の利用者様にお願いし、同意
を得ることのできた方の尿、血液を採取して、データを収
集しています。そこから分かる正確な骨格筋量や栄養状
態などをもとに研究を進めています。

Q　この研究をどのように活かしていきますか？

データをもとに、利用者様の筋肉量を正確に知ることに
よってご家族に転倒などの危険性を説明するとともに、論
理的実証的に活用し介護の品質向上に貢献したいと思って
います。年を重ねても健康でいきいきと暮らしていくため
の支援が行えるように、日 こ々つこつと頑張っています。

11月11日は「介護の日」。「いい日、いい日、あったか介護ありが
とう」のキャッチフレーズのもと、「介護について啓発していこうと
いう日」です。本校でも、啓発イベントとして、徳島市近郊のショッ
ピングモール3カ所で「高齢者疑似体験」コーナーを設置し、買い
物客に介護への理解を呼びかけました。地域の方の啓蒙だけでな
く、イベントを企画した学生たちにとっても、介護福祉士としての自
覚と意識を高める良い機会になったようです。

校長先生をはじめ理学療法学科・作業療法学科の若手教員たちのチーム

映画「つむぐもの」を上映後、犬童監督とUbdobeの皆さん、
学生を交えて対談を行いました。

アーティストと観客の距離が
ぐっと近く、会場が一つになりました！

サルコペニアの研究チームを立ち上げ、こつこつとデータを蓄積しています。
サルコペニア研究について訊きました。教育現場最前線

全国研修会での発表

介護の日の活動 認知症サポーター養成講座

Keep Growing

認知症は今や、人ごとではなく、誰にとっ
ても身近な問題です。認知症になっても
安心して暮らせる地域であるために、認
知症への正しい知識と理解が欠かせませ
ん。本校でも認知症サポーター養成講座
を開催し、学生はもとより、保護者の方に
も呼びかけて理解を促し、支援の輪を広
げています。

福祉・医療への想いを未来への絆として、精一杯企画準備
し、当日に臨みました。学科ごと工夫を凝らし今までの学習
の内容を紹介するとともに、マッサージ体験やスタンプラリー
などの様々なアトラクションで、ご高齢の方から子どもさんま
でたくさんの方に楽しんでいただくことができました。

平成28年
10月29・

30日

第21回　徳島健祥会福祉専門学校 学校祭
～Be Together as One ～

学校祭 文化講演会 ＆ 映画上映会

奥華子 SUPER LIVE♬�
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全国リハビリテーション学校協会が主催する第29回教育研究大会・教員研
修会で理学療法学科教員�池住祐哉さんが「入学前教育プログラムは学生を
どのように映し出すのか」とのテーマでポスター発表を行いました。平成25
年度より導入している入学前教育プログラムの効果や今後の課題の研究につ
いて、多くの質問が寄せられ、積極的な意見交換ができました。

20回目となった海外研修旅行。
今回は、スウェーデン・イタリアへ。
福祉先進国であるスウェーデンでは、スウェーデン・クオリティケアでの研修、高齢
者施設・リハビリテーションセンターの見学、ストックホルム大学や介護を学ぶ学生
との交流などを行い、充実した研修となりました。世界有数の観光地であるイタリア
では歴史や文化に触れることで様々な刺激を受け、大きな視野で物事を考える良い
きっかけとなりました。

学校祭を盛り上げるため
に「ゆるキャラ」を募集し
ました。栄えあるグランプ
リに輝いたのは、作業療
法学科　安長美紀さんの
たぬきくんです。

対象者にも職員にも優しい福祉用具について説明をうけ、
移乗動作について学びました。自宅復帰に向け、施設内は
あえてコンパクトに設計されています。

Nice to meet you!

海外研修旅行
平成28年9月25日～10月1日

ストックホルム大学
で

日本語を学ぶ学生
との交流

カプリ島
神秘的なブルーに輝く青の洞窟

ローマで本場のピザを堪能♬
ストックホルム旧市

街　ガムラ・スタン
散策

日照時間の短いス
ウェーデンは散歩

を大切にしていま
す

Furuhojden�Re
habilitation�fac

ility　

リハビリテ―ション
センター　見学

コロッセオ
西暦80年完成
大きさは圧巻！！
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保育学科・保育
福祉学科では、

幼稚園教諭・保
育士になるため

に、教育・保育
内容の５領域に

ついての目的や
内容をしっかり

学び、

実践を通して専
門職としての知

識を身につけて
います。５領域

とは幼稚園教
育要領・保育所

保育指針の定め
る

「健康・人間関
係・環境・言葉

・表現」です。

介護福祉学科で
は、長期実習4

50時間を含む

1850時間のカ
リキュラムにそ

って、介護の専
門職としての知

識と技術を習得
するために

学んでいます。
また、人に関わ

る職として求め
られる感性や洞

察力を磨き、教
養と見識を深め

るための

授業や課外活動
にも取り組んで

います。

作業療法学科では、「こころ」と「からだ」の回復に向け、その人らしい生活を支える存在となれるよ

う知識・技術・人間力を磨きます。地域での生活にも目を向け、活動や参加が促進できるような

作業療法士を育成しています。

理学療法学科では、人間の身体の構造を学び、様々な運動メニューや機器を用い

て、運動機能が低下した方の機能の維持と改善を図る方法を習得します。その他

にも、医療従事者としての心構えや患者さんとの関わり方などを学びます。

生活行為向上マネジメント(ＭＴＤＬＰ)とは
日常生活活動や家事、仕事や趣味、余暇など、様々な生活行為の向上を図るための支援計画と実行のことを生活行為マネジメントといいます。

学生から愛されている食堂のおばちゃん毎日お世話になっています♬

原田美優華さんが「自己の体験」について発表し、優秀賞に輝きました！

3年生から２年生に向けて、ＭＴＤＬＰの手法により実
習を行った課題について発表しました。誰もが興味を
示し、作業療法士の役割と患者様に対する考え方に
ついてしっかり学ぶことができました。

保育福祉学科で
は、�

社会福祉実践現
場の見学や、ソ

ーシャルワーク
実践に必要な

人間力・専門力
・実践力につな

がる授業に力を
入れ、未来の

社会福祉士を育
てています。

「健康」　基礎
体力づくり

「言葉」　
紙芝居制作

「人間関係」
観察実習

「環境」
　シャボン玉作

り
「表現」

人形劇�～大きな
かぶ～

高齢者体験
介護する側とし

て、高齢者の気
持ち

を知ることの大
切さを学びます

。

経管栄養
介護職に必須

の医療行為、真
剣な

眼差しです。

実習指導者の方
をお招きし、発

表会

を行いました。
草木染に挑戦

��地域の伝統文
化を学びます。

最新の福祉機器を見学・体験しました。 リンパ浮腫についての知識や技術を学びました。

第3回健祥会グループフォトコンテスト2016　テーマ「夏」
入賞作品「日盛」

平成27年度卒業記念として2階のラウンジが改修されました。

授業風景

ＭＴＤＬＰ

3年生からの授業

生活支援技術
総合実習発表会

健祥会グループ職場説明会

課外授業

徳島市学生生徒補導連絡協議会
体験発表会

学生の憩いの場

売店＆食堂

バリアフリー展

新しい学びのスペース完成！

特別講義

グループワークの
授業風景
相談援助実習

保育学科
保育福祉学科

介護福祉学科作業療法学科

理学療法学科
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OPEN CAMPUS
& WORKSHOP
参加してくれた人たちからたくさんの
感想をいただきました！

<保育・保育福祉学科＞

実際に子どもたちと遊べて楽しかったです。施設も

充実していてとても興味がわきました。
M高校 2年 Aさん

先輩方もすごく優しくて、とてもおもしろかった

です。                     
 J高校 3年 Sさん

＜介護福祉学科＞

みなさん優しくて、あたたかくて、明るくて、それも

福祉を学んでいるからだと思いました。
社会人Sさん

将来働く上でためになりました。絶対介護福祉士

になろうと思いました。       A高校 1年 Mさん

＜作業療法学科＞
利用者さんと触れ合い、たくさん笑うことができた。利用者さんが楽しくリハビリができるように考えていることを尊敬します。

A高校 2年 Sさん

＜理学療法学科＞
とてもやりがいのある仕事だと思った！！　

J高校 2年 Tさん

利用者の方々と実際に触れ合えて、どんな仕事かよく分かった。      K高校　3年 Kくん

オープンキャンパス
本校の魅力を知っていただけるよう
さまざまなプログラムを用意してい
ます。学生や教員と直接話す機会も
あり、どういう学校なのか自分の目で
見て肌で感じることができます。

初！女子限定オープンキャンパス♬
たくさんの方が参加してくださったオープンキャンパス。毎回違った
プログラムを準備しているので、「何度も来た」という方にもその都
度楽しんでいただけていると思います。そして、今回初めて、「女子限
定オープンキャンパス」を実施しました。参加者はもちろん学生・教
員も全員女性。学校生活や将来のことなど女性同士だから話しや
すいこともあったようです。クリスマスが近かったこともあり装飾は
クリスマス仕様！ビュッフェ形式のランチで大盛り上がりでした！

オープンキャンパス、シゴト体験会はすべて参加費無料。昼食
も無料です。付き添いの方、保護者の方も一緒に参加するこ
とができます。年間を通して実施していますのでご都合に合
わせて、お気軽にご参加ください。

福祉・保育・医療のシゴト体験会
健祥会グループ内の施設を訪ね、現場を直接見
て感じてもらう機会です。各施設に在籍する本
校卒業生に、在学中のことから、仕事のことま
で幅広く話が聞けます。

１日キャンパス・シゴト体験会
午前は学校、午後から施設に行き、学校で
学ぶことが実際に現場でどう活かされてい
るのかを知ることができます。

女子限定オープンキャンパス

2017年号　発行編集／徳島健祥会福祉専門学校
※紙面掲載の写真についてはご本人の同意を得て掲載しています　※不許複製

<入試事務局>　〒779-3105　徳島市国府町東高輪　TEL：088-642-9810　MAIL：info@kensyokai.ac.jp


