
お子さんの生活習慣や成績の変化は
心の変調を表すサインかもしれません。

　悩みや不安を抱えている子どもは、勉強に身が入らなくなるものです。急にお子
さんの成績が下がったり、お子さんが朝起きられないなど生活リズムが乱れたら、
心の変調のサインかもしれません。悩みがあって夜眠れなかったり、自分の生活を
コントロールできなくなっている可能性があります。特に進路選択に迫られる時期
には気持ちが揺れ動くものです。お子さんにアドバイスをする前に話を聞き、その
考えを尊重してあげましょう。西野学園には学生相談室があります。進学後お子さん
が判断に迷ったり、不安を感じ、誰かに話を聞いてほしいと見受けられた時には、
学生相談室を利用するよう、お伝えいただければ教職員共々サポートいたします。

予約不要で利用できる学生サポートセンターが、学生一人ひとり
の夢の実現までバックアップします。

学校法人西野学園
学生サポートセンター 学生相談室
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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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国家試験合格までは心の支援も大切
　医療・福祉職の国家試験に合格するまでには、たくさんのハードルがあります。
業務に必要な知識を身につけるのはもちろん、人と接する仕事ゆえにヒューマン
スキルも不可欠です。前向きに勉強に取り組むためには、心身ともに健康で、不安
なく学生生活を送れることが大事です。西野学園が適切な情報提供や援助を行う
ために設置した学生サポートセンターは、学習や就職のみならず、生活面も支援。
臨床心理士によるカウンセリングも行うなど、学生生活をサポートしています。

保護者にアドバイスを求める高校生が大半
　2018年2月に発表された第8回「高校生と保護者の進路に関する意識調査」
2017年報告書によると、高校生の78.6％が進路について保護者と話している
という結果になっています（図２参照）。その内容は「高校卒業後の具体的な進路」
だけではなく、「就きたい職業」や「自分の夢」「現時点での学習成績」「将来どん
な生活をしたいか」など、多岐にわたるといいます。そして、自分の進路決定にあ
たって、保護者にアドバイスをしてほしいと考える高校生は62.6％にも上っています
（図３参照）。

資格が紐づく医療・福祉職を目指すなら
　医療・福祉系の学科は、国家資格を取得することを目的にカリキュラムを編成
しています。そのため、入学後に進路のミスマッチに気づいても転科することが
難しく、リカバーできずに中退する学生がいるという現実があるのです。それを防ぐ
ためには、入学を決める前に目指す職業への適性や本人の志向性を見極めてお
くことが大切です。さらに同じ国家資格が取得できるとしても、学校や先生、クラス
メートとの相性の良し悪しで、学習成果に大きな差が生まれることも念頭に置く
必要があります。

進路選択に向けて、お子さんと
一緒に考えておくべきこととは？
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図2 進路についての話を保護者としているか（全体/単一回答）

図1 産業別入職率・離職率（2016年）

■西野学園の学生サポートセンターの3つの支援
Pick up

（%）

2017年
高校生全体
計1,987人計1,987人

学生サポートセンター

学習支援 就職支援 生活支援

●入学前教育
●在学中の
  基礎学力教室
●国家試験対策
●勉強方法
  などの相談

●就職ガイダンス
●求人情報の提供
●就職指導

●学生生活の相談
●健康面の相談
●経済面の相談

出典：厚生労働省「平成28年雇用動向調査結果の概況」から抜粋
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図3 進路選択に際して、保護者にアドバイスしてほしいか（全体/単一回答）

参考：図2・3ともに一般社団法人全国高等学校PTA連合会・（株）リクルートマーケティングパートナーズ調べ
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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

保護者こそオープンキャンパスに参加すべき理由
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専門学校卒業者
計3,771人計3,771人

大学卒業者
計17,131人計17,131人

保護者の懸念である
進学費用の問題がクリアできる
　保護者がオープンキャンパスに同行することで、施設設備や学び方、先生や学生の
雰囲気をその目で確かめられるのは大きなメリットです。また、保護者の多くが進学費用
について不安や疑問を持っていることも少なくありません。入学検定料や入学金、授業
料、施設設備費・教科書代など、進学に必要な費用や納入時期もさまざまです。そうし
た進学費用にまつわる疑問や不安を解消したり、合格後に困った事態に陥らないため
にも、オープンキャンパスで担当者に相談しておくのがベストです。

我が子の意思を尊重し学校や学科を選ぶ重要性
　超高齢社会を迎えた今の日本では、医療・福祉職のニーズがますます高まっています
から、我が子に将来の仕事にしてほしいと考える保護者もいることでしょう。しかし、学校
に通い、その後に仕事をするのはお子さん自身です。適性に合った仕事に就き、長く
働き続けるためには、保護者の希望よりお子さんの意思が一番大切です。学歴や偏差
値よりも、お子さんの気持ちを大切にしながら進路を選択しましょう。

専門学校と大学、両方を見て初めてわかること
　医療・福祉職に対応する学科は、大学にも専門学校にもあります。国家資格合格を
目指すことは同じですが、教育の目的や内容、科目のバランス、修業年限などが異なりま
す。専門学校は、特定の職業に就くために必要な職業訓練を行うための高等教育機関
です。そのため、卒業後に医療や福祉の現場で即戦力として活躍できる知識や技術の
修得に力を入れており、実習時間が豊富なことが特徴です。一方の大学は研究機関で
もあるため、学術的な学びの機会が多くなります。そして専門学校生の学生生活の満足
度は、大学生と変わりません（図4参照）。また、学校の雰囲気や学び方も異なるので、
我が子にとってどちらが学びやすいのか、学力だけでなく社会人基礎力の養成にも力を
入れているかなど、多角的な観点で見極めることが重要なのです。

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。

図4 専門学校（大学）時代の学びをふりかえっての充実度

●札幌医学技術福祉歯科専門学校
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※　　　バスマークのある日程は、
無料送迎バスを運行します。

参考：ベネッセコーポレーション「専門学校での学びと社会への移行に関するふりかえり調査（2016）」
「大学での学びと成長に関するふりかえり調査（2015）」

※翌年3月に授業料等を納入

入試スケジュールと費用

４期一般入試

５期一般入試

１期入試合格者は
入学金を納入※

2期入試合格者は
入学金を納入※

3期入試合格者は
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福祉系学科・歯科衛生士科
特別奨学生エントリー受付開始

１期エントリー選考

２期エントリー選考

１期推薦入試・一般入試

２期推薦入試・一般入試

３期一般入試

西野学園の試験日程 西野学園に進学する場合に
必要な費用

（教科書代・個人の用具代等）諸費用

入学
検定料

入学
検定料

17.817.8 58.658.6

18.018.0 58.258.2

まあ充実していたまあ充実していたとても充実していたとても充実していた

76.276.2

76.476.4

親に学校の良さを伝えるには
同行してもらうのが一番です。

　初めてオープンキャンパスに参加したのは、
高校2年の時です。他校も見学しましたが、
本校が第一志望だったので、高校3年の夏の
オープンキャンパスの際には母にも同行して
もらいました。母も私が参加した体験授業や
施設・設備を見学し、先生と学生の距離の
近さや学校の雰囲気も感じてくれたので、その
後の相談もしやすく、親子で納得の進学が
できました。

札幌医学技術福祉歯科専門学校
臨床検査技師科 1年

門馬 和 さん
（石狩南高校出身）
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