
大学か専門学校かではなく、
お子さんに合った学校かどうかを
見極めることが大切です。

忙しくても充実しています。

　作業療法士に限らず、資格職は大学卒であっても、専門学校卒であっても、
実務を行う仕事内容に差があるわけではありません。以前のような給与格差も、
なくなってきています。そう考えると、資格職を続けるうえで必要な能力を身につ
けられる学校かどうかが大切になります。お子さんに合った学校を選びたいなら、
その学校の教員と話してみることをおすすめします。教員の対応に、学校の姿勢が
表れるからです。学習が自己責任である大学と、支援や指導が手厚い専門学校
のどちらが向いているか、検討してみてください。

　私は北海道医療大学心理科学部臨床心理科を卒業
してから、本校に入学しました。実習を経験して、自分がその
職に就くことがイメージできなくなり、看護師の叔母に相談
した際、患者さんの診断に密接に関われる臨床検査技師
の仕事を教えてくれたのが、入学のきっかけです。大学より
勉強は大変ですが、その分知識がしっかり身についている
実感があり、一生懸命取り組んでいます。

札幌リハビリテーション専門学校
作業療法士科

専任教員

窪谷 和泰 先生

COMPASSは、お子さまが進路選択に迷った時、保護者が羅針盤になるという意味です。
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卒業後の就職率は、
大学より専門学校の方が高い。
　2017年４月の大学進学率は、54.7％に上ります。その数字だけ見ると、専門学校より大学に
進学させた方がよいのではないかと考える、保護者の方も少なくないでしょう。ですが図１にある
ように、全卒業生にみる実就職率※を比較すると、専門学校の方がずっと高いのです。これは、
目指す職業に必要な知識や技術を集中的に学べることに加え、専門学校の教職員が職場と
なる医療・福祉の現場とのつながりが深いからです。そのため、専門学校だけに求人を出す
事業所も少なくないのです。それが、高い就職率に表れています。

高度専門士と同等。大学院への進学も可能。
　専門学校と大学では、与えられる称号や学位が異なります。修業年限が２年以上で総授業
時間数が1700時間以上の専門学校を卒業すると、「専門士」が付与されます。これは、卒業生
の職業能力を認定する称号です。さらに就業年数が４年以上で総授業時間数が3400時間
以上の学科を卒業すると、「高度専門士」の称号が与えられます。４年制大学卒業者の「学士」
と同等の学力が証明されるので、大学院に進学することができます。

図1 平成29年3月新規大学等卒業者の就職状況
（参考：厚生労働省北海道労働局の統計）

専門学校卒が即戦力として、活躍できる理由とは？
　専門学校は、特定の職業に就くために必要な実践的な教育を行うための高等機関です。
医療や福祉の現場で必要な力を養うため、実習時間を多く配置しています。図２にあるように、
履修科目の約８割が専門教育だからこそ、即戦力として仕事をすることができるのです。また、
社会で必要とされる素養は、職種に対応するスキルだけではありません。西野学園では、カルテの
記入の際に不可欠な文章力を含め、基礎学力の向上に力を入れています。合わせて、社会人
基礎力を磨くことも重視しています。だから、現場で即戦力として働く力がしっかり身につきます。

札幌医学技術福祉歯科専門学校
臨床検査技師科 2年

㑹田 ことみ さん
（藤女子高等学校出身）

大学か専門学校か、
決める前に知ってほしいこと。

※ 実就職率 ＝ 就職者数÷（卒業者数－大学院進学者数）
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採用確率の高い、
高3春の予約申請がおすすめ
　専門学校にお子さまを進学させる際、日本学生支援機構の奨学金制度
の利用を検討しているご家庭も多いと思います。その場合、高校3年生の
時点で進学後の奨学金を予約する、「予約採用」の申し込みをしておく方が
採用される確率が高いです。この予約採用は、志望校が決定していなくて
も申請でき、右図にあるように申請するチャンスが２回あります。申し込みは、
在籍する高校で一括で行うので、詳しくは高校にお問い合わせください。

併用可能な入学時特別増額貸与奨学金は
単独で辞退できる！
　お子さまが専門学校に入学する初年度にかかる費用は、授業料だけ
ではありません。入学金や生活の準備費用なども準備する必要がありま
す。そのため、入学初年度のみ、50万円を上限に一時金を貸し付ける、
「入学時特別増額貸与奨学金」が用意されています。進学後に日本学
生支援機構への最終手続きを行う際、入学時特別増額貸与奨学金だ
けを辞退することもできるので、申込んでおくとよいでしょう。

進路決定してからでは遅い！
納入金の準備は早々にしておこう
　日本学生支援機構の奨学金の支給が決定しても、実際に受け取れる
のは、お子さまが専門学校に入学した５月以降です。つまり、入学金や
授業料、施設設備費といった学納金は、保護者が一度立て替え払いをし
なければなりません。多くの学校では、合格発表後、１～２週間以内に所定
の費用を納付する期限を設けています。合格してから、融資の申込みをし
ても間に合わないことがあるので、早めに準備しましょう。

オープンキャンパス・学校見学会日程2018年度 保護者の方もぜひ、オープンキャンパスにご参加ください！
参加にあたっては、入試事務局にお問い合わせください。

日本学生支援機構の募集について

西野学園の入試から学納金納入までの流れ

●札幌医学技術福祉歯科専門学校
●札幌リハビリテーション専門学校●札幌心療福祉専門学校

●函館臨床福祉専門学校
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入 試 合否通知発送 約10日以内に
学納金納入

予約採用 在学採用

第1回目
募 集 5月～6月頃 10月～11月頃 毎年春

ー10月下旬 2月下旬

第一種奨学金
第二種奨学金

第一種奨学金
第二種奨学金第二種奨学金

決定通知

奨学金の
種類

第2回目 原則1回のみ

高校3年生の時点で
進学後の奨学金を予約
※卒業2年目（2浪）まで申請可能

大学や
専門学校への
進学後に申請

約1カ月

投稿募集 保護者のための進学マガジン「COMPASS」に対するご意見・ご感想や要望をお待ちしています。
投稿の際は、氏名・住所・電話番号・メールアドレスを明記してください。内容は問いません。

メールアドレスはこちら
mail@nishino-g.ac.jp

知っておきたい！奨学金制度の賢い申込方法

Special topics 02

出願にあたっては、
入試検定料の
払い込みが必要

※　　　  バスマークのある日程は、無料送迎バスを運行します。

　入学時特別増額貸与奨学金の予約申込者で、採用候補決
定通知書の奨学金種類欄に「日本政策金融公庫の手続きが必
要」とあったが審査の結果融資が通らなかった場合は、労働金
庫から入学前に奨学金を原資として10～50万円の借り入れが
できます。

労働金庫「入学金融資制度」とは？

※ 詳細については　  0120-5-109-26か、お近くの北海道労働金庫までお問い合わせください。

合否通知発送日から約10日以内に、指定された学納金
を納入。合格する時期によって、入学手続時納入金の
金額が異なります


