


MKG XPRESS

2

◆ひとつのボールを協力してつなぎ、試合後は敵味方無く讃えあいます。

Club  Pick  U p !

京都廣学館高等学校にある数多いクラブ活動の中で最もあた
りの強いクラブがラグビー部です。” 闘球”とも表現されるラグビ

ーは球技の中で最も1 チームの選手数が多いスポーツで、15

人制で試合が行われます。その他、「セブンス」と呼ばれる7人

制のルールで行なわれる大会もあります。

　激しいぶつかり合いが注目されがちなラグビーですが、他人

と協力し、助けあう心が無いと絶対にできないスポーツでもあり

ます。「ノーサイド」の精神も特徴的で、試合中にどれだけ激しく

闘ったとしても、試合終了後には両軍のサイドが無くなって同じ

仲間として、互いの健闘をたたえあいます。

　ラグビーは高校から始める生徒も多く、そこから代表選手や

プロになる人も少なくありません。その人の身体や性格にあっ

たポジションがあり、それぞれに求められる能力も異なるので、

個人の能力を十分に活かすことができるスポーツです。

　ラグビー部はまだまだ発展途上ながらも伸びしろのあるチー

ム。「京都廣学館」の名を背負って闘うチームとして、新入部員

募集中です。一緒にラグビーを始めませんか？

ラグビー部

激しく熱い情熱と
助け合う心が大切

アドバンスコース・ジェネラルコース

5月に校内で行なった募金活動の結果は下記の通りです。

◆ 九州地方災害義援募金 ：54,554 円

◆ 緑の募金  ：04,186 円
義援募金は精華町の社会福祉協議会に、緑の募金は
精華町の木村要町長に手渡しました。

内部進学増加中

平成28年度 3年生の内部進学予定者 (平成28年11月末現在)

ここ数年、学園グループ校への内部進学者が増加していま
す。京都廣学館高校から両専門学校には、内部進学制度を
利用することで、入学金や授業料の一部が免除されます。

3名
７名

◆オープンキャンパス・体験入学会に参加し、進学意識を高めました。

高校入学前から内部進学での入学を希望していた生徒も多く、3年間
目標を持って意欲的に学校生活に取り組むことができた。10 月 1 日（土）吹奏楽部が第 2 回定期演

奏会を開きました。再始動 3 年目で関西大
会金賞受賞。ゼロから部を創り上げた 3 年
生に、卒部セレモニーでは「希望」を意味す
るトルコ桔梗の花が顧問から贈られました。

その他のクラブでも 3 年生の引退が続きました。3 年前
に創部したバスケットボール部女子は創部メンバーが引
退し、次の代に希望を託しました。

Moment

単位制・通信制課程・普通科

ステップアップコースとは

通学するのに通信制？全日制高校が創る通信制の新しいカタチ

通信制専用校舎京都廣学館高等学校に通信制課程ができて 3年。改めてコースについてご紹介します。

● 全日制と同じ制服を着用

　制服だけでなく、校則も全日制と同じです。高校生としての
　ルールを守り、規則正しい生活を身に付ける事が目的です。

74 単位以上の単位取得のほか、様々な特別活動に 30 時間以
上の参加が必要です。
自分のペースで学べる分、学習を自己管理する必要があり、
生徒には自主的に学ぶ意欲が求められます。

● 毎日登校できる

　授業の選択によっては毎日登校が可能です。単位制なので、
　進路希望に合わせて時間割を設定できます。

● 自分のペースで学習できる

　学習はレポートによる『自学自習』が基本。場所や時間を選ば
　ず、自分のペースで学習することが可能です。

● まじ め に 勉 強した い 生 徒
● ルールやマナーを守れる生徒

主な特徴 学習スタイル

求める生徒像

レポート提出 テ
ス
ト

単位認定

スクーリング
74単位以上で
卒　業

◆ 自習室にはパソコンも整備されています。

ステップアップコース入学をご希望の場合は、説明会・
個別相談に必ずご参加ください。
TEL.0774-94-4178（ステップアップコース直通）

生徒会活動報告 第 19回 日本自費出版文化賞
「じっちゃんの夕日」高槻 勇治先生入 選
　少林寺拳法科 高槻 勇治先生の著書
「じっちゃんの夕日（goodbook 出版）」が、
日本自費出版文化賞にてエッセー部門
に入選しました。
　授賞式は 10 月 8 日 ( 土 ) に東京都
のアルカディア市ヶ谷にて行われ、中山
千夏理事から賞状を受け取りました。
本書籍はAmazon 等で購入可能です。高槻 勇治 先生

　京都廣学館高等学校では、アドバンスコース・ジェネラル

コース共に、放課後学習に力を入れています。

◆ジェネラルコースでは「放課後学習会」

　ジェネラルコースでは、昨年度まで行なっていたフリーゼミ

が、今年度から「放課後学習会」として再スタートしました。主

に、基礎学力強化・大学進学・英語検定、漢字検定合格に向

けた講座を開講しており、月～金曜日7限目を基本に、学力

向上と学習習慣の確立を目的に行っています。

　全学年を対象にしている

「基礎学習講座」では、ベ

ネッセの『マナトレ』等の教

材を活用し、中学以前の内

容まで戻って学びなおしを

行うことができます。

◆アドバンスコースでは「11限までのゼミ学習」　

　関関同立や国公立大学への進学を目標とするアドバンスコー

スでは月～金曜日の毎日、通常の６限授業終了後にも授業が続き

ます。「校内塾」と呼ばれるこの放課後学習では連日 11 限まで授

業があります。最終の授業は20時まで行われ、クラブ活動後の生

徒も参加して学習を行います。授業は習熟度別に行われ、様々な

教材や ICT 機器を活用しながら、担当教員が粘り強く授業を行い

ます。

　アドバンスコースでは放課後以外にも土曜日のウィークエンド

◆習熟度別の授業は少人数で行われることも多く、高い集中力が必要とされます。

ゼミ、毎朝行うモーニングトレーニングなど、豊富な学習量は

もちろん、担当教員のきめ細やかなサポートで、ここ数年進学

実績を上げてきています。

　またアドバンスコース・ジェネラルコースともに ICT 教育に

力を入れており、特にアドバンスコースでは全学年のホーム

ルームに『BIG PAD』という大型情報端末を設置することで、よ

り効率良く、密度の高い授業を行える環境を整えています。

◆BIG PAD では画面内に直接書き込

むことができ、動画や音声など様々

な教材も活でき、黒板と連携するこ

とで、幅広く効率の良い授業が可能

です。

放課後学習への取り組み

◆バスケ部女子は明るいキャラ
　クターで学校を盛り上げました。

◆バスケ部男子は惜しくもベスト８
　進出を逃しました。



この人、この学び

京都動物専門学校
動物看護師コース
2年：伊藤 夏綺さん
（私立  花園高校出身）

動物看護師という職業を意識したのは、意外にも伊藤さん
が受験を考える少し前だったそうです。高校卒業後に一般企
業で勤務していた伊藤さんが動物看護師を目指したのは、あ
る思いがきっかけでした。
　「自分の行動の一つひとつが誰かの為になり、誰かを幸せ
にしていると思うと、自分自身も自然に幸せになっていけるの
では？」。 元々は違う職業を夢見ていた伊藤さんは、そう感じ
た日から、「自分の知識や技術が誰かの為になるような職業

◆ 体験入学会で参加者をサポー
 　トする様子。
　 伊藤さんは学生スタッフとし
　 ても欠かせない存在。

◆ 独自のモデル犬会員システムにより、多くの実習を行なえるのも強みのひとつ。

体験入学会に参加しませんか？

まじめに学べる京都動物専門学校の
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はないか」と考え始め、その結果、動物看護師という職業を選
択しました。
　伊藤さんが人間の看護師ではなく、動物看護師を選んだ理
由は、「昔から動物が大好きだったから」というだけではあり
ません。
　当然ですが動物達は人間の言葉を話すことができません。
そのため、飼い主の言葉や様子、動物達の行動、獣医師の診
断から、今その動物に何が必要で、その為に自分が何をする
べきかを考え、行動する事に意味があり、その結果、少しでも
物事が良い方向に進めば、動物達はもちろん、飼い主の幸せ
にも繋がると考えたからです。
　しかし、命を預かる動物医療の現場では、全てが良い方向
に進むとは限りません。そういう時こそ、自分がまず一番に何
をするべきか考え、どんな時も最善を尽くし、成長できる人間
になりたい。動物が大好きだからこそ、動物に尽くしてあげた
いと思える人が増え、動物医療に関わる人が一人でも増えて
ほしい。そして動物医療がますます発展していってほしい。卒

業後に動物病院への就職が内定している伊藤さんの思いは、
動物看護師としての未来に向かって輝いています。
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お申込は
WEBで！

肉球クリーム作り+ドッグマッサージ
　　　  　　＆トリミング体験
肉球クリーム作り+ドッグマッサージ
　　　  　　＆トリミング体験
その他の日程：2/12（日）3/4（土）3/18(土)等
詳しくは「京都動物専門学校」で検索。
ホームページをご覧ください。
中学生の体験参加も歓迎しています。

決して大きいとは言えないこの学校が全国1位の実力を持つのは、このよう
な強力なシステムでしっかりとまじめに学べることが何よりの理由なのです。

動物看護実習棟は飼育動物診療施設として京都府に届け出ています。
動物病院同様の設備で、専任獣医師と共に健康診断や治療に関するア
ドバイスをモデル犬会員に対して行います。

試験合格のために最適化した京都動物の独自カリキュラムで学習し、
試験対策講座や補習で知識の定着を図ります。

動物分野の医療、看護は進化し続けています。学生は、提携している高
度医療を備えた動物病院で研修を受けます。
最先端の医療現場での経験が極めて重要なのです。

専任獣医師が常駐、試験対策強化のための認定動物看護師は3名、専
任の認定動物看護師6名の体制で、徹底指導を行います。さらに担任
によるきめ細かなフォローも行います。

1. 充実のサポート体制

2. 高度医療研修の実施

3. 独自の試験対策を実施

4. 飼育動物診療施設を併設

全国 1 位の快挙！
動物看護師統一認定試験 学校別平均点

技術は日進月歩！ NAVA から外部講師を招きました！
　平成 27 年度の動物看護師統一認定試験（動物看護師統一認
定機構主催）において、京都動物専門学校の動物看護師コース
は、受験者全員が見事合格しました（全国平均85.6％）。しかも学
校別平均点は103.42 点（全国平均点85.2 点）で、全国1位でした。
　全国にたくさん存在する受験校の中で、なぜ京都動物が驚異の
合格率と高得点を取ることができたのでしょうか。その秘密に迫ります。

　一般社団法人日本動物専門学校協会（NAVA）による、アメリカントリミングセミナーが京都動物専門学校で開催され
ました。NAVAは、専門学校における動物教育の一層の充実発展、会員の相互ならびに関係機関との連携を図り、社会
的地位の向上に寄与することを目的とする団体で、京都動物も加盟しています。
　講師は、アジア動物専門学校（茨城県）の佐山百合子学校長。佐山先生は数々のトリミングコンテストで名だたる賞を
受賞し、JKC 公認トリマー教士資格を持つ、超一流のトリマー教員です。この日のセミナーでは、まず『ケネルクリップ』の
講習が行われました。学生たちは先生の技術を食い入るように見つめてはメモを取りました。学生たちの真剣な表情が
大変印象的でした。
　次に、『アメリカントリミング』の講習です。クリッパー（バリカン）にアタッチメントコームを付けて毛を刈り取ります。こ
の技術はスピードアップによる作業効率の改善により犬に対する負担の軽減が期待でき、また犬の皮膚を傷つけること
もありません。そしてトリマーとしてのスキルアップにもつながります。普段とは違う視点のトリミング技術に、学生たちは
もちろん、グルーミング実習担当教員も興味津々の様子でした。

を開催しました。を開催しました。トリミングセミナートリミングセミナー

第38回京都府専修学校各種学校体育大会

バレーボールチャレンジリーグ女子の部

祝優勝

京都動物専門学校 2年生チーム
　10月1日（土）島津アリーナ京都にて開催された、京都府
専修学校各種学校協会による体育大会において、1年生と2
年生の 2チームがバレーボールで参加しました。
　結果は出場 20チーム中で、2年生チームが優勝！！ 大会前
に京都廣学館高校のバレー部と合同練習を行うなど、実力を
磨いた成果を見せました。

歯はとても大切。

毎日の習慣にしてね！

ワンちゃんのお手入れチェック（歯磨き編）
歯のお手入れを怠ると、ワンちゃんも歯周病にかかってしまいます。 歯周病は口臭の原因だけでなく、実は腎臓病や心臓病などの重

大な病気の原因にもなります。ある調査では、３歳以上のワンちゃんの８０％以上が歯周病にかかっているとも言われています。

病気の予防、健康の維持に役立つ、日々のお手入れについてチェックしてみましょう！

最初は、ワンちゃんの口周りを優しく触ることから始めましょう。

《初級者》

指にはめて使用できる、ガーゼタイプの歯ブラシがオススメです。

《上級者》

犬用歯ブラシを使用し、優しくマッサージするように

使用します。

歯磨き終了後にご褒美をあげるのも効果的ですよ！

歯周病を防ぐ歯みがき方法歯周病のチェックポイント

このような症状が見られた場合は、早めに
獣医師にご相談ください！

特に小型犬（チワワやトイプードル、ミニチュ

アダックス）は、歯周病にかかりやすい傾向があ
るので、日頃から気を付けましょう。

◆犬用歯ブラシは
　様々な種類が
　販売されています。



＜全日制課程＞
　〒619-0245 京都府相楽郡精華町下狛中垣内 48 番地
　Tel.0774-93-0518 E-mail. kyoto-kogakkan@mkg.ac.jp
＜通信制課程＞
　〒619-0245 京都府相楽郡精華町下狛長芝 11 番地
　Tel.0774-94-4178 E-mail. step-up@mkg.ac.jp

＜介護福祉科＞
　〒611-0042 京都府宇治市小倉町春日森 25番地
　Tel.0774-21-7088 E-mail. kyoto-fukushi@mkg.ac.jp

＜ペットビジネス学科＞トリマーコース・動物看護師コース
　〒612-0068 京都市伏見区桃山福島太夫西町 6番地
　Tel.075-603-0518 E-mail. kyoto-dobutsu@mkg.ac.jp
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　平成 28 年 3 月 31 日、介護福祉士の資格制度について、改正法案が国会で審議

され、成立しました。これにより、それまで二転三転していた介護福祉士の資格制

度について、一応の決着がつくこととなりました。

　今までは卒業と同時に介護福祉士の国家資格を付与されていた養成施設の卒業生

も、その他の資格取得ルートと同じように国家試験 ( 学科試験、以下同じ）を課すか

どうかが焦点でしたが、その結論がようやく出ました。その内容は以下の通りです。

　ひとまず平成 33 年度までの入学者については、今まで通り卒業時に資格が付与

されることになりましたが、ここまでの紆余曲折を考えると、引き続き注意してお

く必要がありそうです。

　介護施設の職員が不足する中、11 月 18 日に参議院本会議で
法案が可決、成立。来年にも介護現場での外国人受け入れが拡
大する見通しとなりました。

　現在、介護現場への外国人受け入れは経済連携協定によりイ
ンドネシアなど3か国のみが認められています。
　日本国内での介護職従事者の不足により、国は外国人材の登用
が不可避とみています。しかし現場からは日本語が未熟な留学生
や実習生の増加はサービス低下につながるとの声もあります。
　京都福祉専門学校のような専門の養成校を卒業した、指導的
立場となりえる日本人介護福祉士が今後ますます必要とされる
ことが予想されます。

「介護福祉士」国家資格の取得に一応の決着。その結論は？

① 平成 29年度からは卒業生に対して受験資格が与えられるが、暫定措置として
　試験に合格しなかった場合でも卒業後5年間の期限付きで資格を付与する。
② 平成 34年度以降は養成校卒業者も国家試験を受験し、合格することが必要。  　

◆ 介護福祉士資格制度の主な変更内容

オープンキャンパスに参加しよう！

介護福祉士の伝統校、京都福祉専門学校の

お申込は
WEBで！

その他の日程：2/26（日）3/20（月祝）
詳しくは「京都福祉専門学校」で検索。
ホームページをご覧ください。

1/151/15 日

手話で話してみよう手話で話してみよう

社会人に朗報です。 教育訓練給付金制度で最大 96 万円給付
　京都福祉専門学校・京都動物専門学校は、厚生労働大臣より教育訓練給付金の「専門実践教育訓練」の指定を受けています。
これは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度
です。
　一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者または、一般被保険者であった者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講
し修了した場合、2 年間で最大 96 万円の給付金がハローワーク（公共職業安定所）から支給されます。さらに、この給付金の受
給者の内、受講開始時に 45 歳未満で、これまでこの給付金を受けたことがない方が失業状態にある場合には、「教育訓練支援給
付金」も支給されます。訓練期間中の支給額は、雇用保険の基本手当日額の半額程度です。
手続きは受講開始１ヵ月前まで。詳しくは、最寄りのハローワークでご確認ください。

『介護』在留資格創設。外国人受け入れへ。

法案の主な内容

外国人技能実習制度の対象職種に「介護」を加える
のに備え、実習生受け入れ団体や企業の指導・監督
を厳格化。「外国人技能実習機構」を新設するほか、
実習生のパスポート取り上げなどに対する罰則も規
定。受け入れ団体も許可制とする。

①技能実習適正実施・実習生保護法

留学生が養成校を卒業して「介護福祉士」となった
場合など、日本の福祉介護現場で働くことが可能。

②改正出入国管理・難民認定法

丸岡校長の授業紹介

「障害の理解～盲導犬～」
　「障害の理解」 の授業の一環として、 特別授業 「盲導犬」 が行われています。

　特別講師の前田先生は、 ３３歳の時に交通事故が原因で失明されました。 医師から失明を伝えられた時は、 絶望の淵にたた

されたものの、 その後は 『視覚障害者総合福祉施設 社会福祉法人京都ライトハウス』 で訓練を受け、 なんとか日常生活が送

れるようになりました。

　前田先生は盲導犬のトラム君と生活を共にしています。トラム君は、ゴールデンレトリーバーとラブラドールレトリーバーのMIX（雑

種） で６歳。 前田先生にとっては二代目の相棒です。 もちろん犬にも性格があり、 トラム君はとてもマジメで、 自身が納得した

行動をとる芯の通った盲導犬です。

　授業の後半には、 前田先生がピアノの演奏 （東日本大震災復興支援ソング 「花は咲く」） を披露されました。 前田先生が奏

でる音はとても丁寧でしっかりとしていて、 視力を失ってから始めたとは思えないほど見事な演奏で、 心に響きました。

　最後に 「障害の理解」 担当の松永先生が、 授業を通して学生達に伝えたかったことを話されました。

　「誰しもが障害者になりたくてなった訳じゃない。 しかし、 誰もが障害者になる可能性がある。 これから 『介護』 『福祉』 を志

す学生達は、 障害を持っている人や高齢者の気持ちを知り、 その人達の力になる素晴らしい人材になって欲しい。」 その言葉

は、 とても印象的でした。

介護のワダイ

介護の2025年問題に向けて、業界に変化の兆し !? 

団塊の世代の多くが 75 歳を迎えるいわゆる『介護の 2025 年問題』解消に向け、今後も国はあらゆる策を講じることが予想さ
れます。社会貢献度が高く、これから最も必要とされる職業のひとつ、介護福祉士を目指してみませんか ?

平成 28年 6月に介護職員の賃金引上げの政府方針が表明され、 平成 29年度から月額約 10,000 円の増加となり、 平成

24年度からの処遇改善加算月額 15,000 円、 平成 27年度の月額 12,000 円を加えると、 給与は上昇傾向にあります。
給与問題

厚生労働省は 「介護労働者雇用管理制度助成」 を新設し、 平成 28 年 4 月から一定の基準を超える施設に対して助

成金の支給を決定しました。
労働環境

※京都福祉専門学校では、 あくまでも①卒業時に国家試験全員合格を目指しています。

◇介護福祉士国家資格取得は本校を卒業後 5年間の暫定期間 （猶予） があります◇

京都福祉専門学校 （介護福祉士養成校） を卒業した場合のメリット

平成 29 年度

本校卒業年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32年度

平成 33 年度

平成34年度

平成 35年度

平成 36年度

平成 37年度

平成 38年度

平成 34年度

在校生
（1 年生）

現在の対象者 5年後
( 最終年度 )

3 つのケース
（①②③いずれも実技試験は免除）

高校 3年生

高校 2年生

高校 1年生

中学 3年生

中学 2年生
卒業時に国家試験 （学科） に合格しなければ、

その後、 試験に合格するまで無資格。

本校卒業時に国家試験を受験し、 合格＝介護福祉士

卒業後５年以内に国家試験を受験し、 合格すれば介

護福祉士の資格取得。 国家試験に合格するまでの間

は、 准介護福祉士となります。

卒業後原則５年間連続して介護職の実務に従事すれ

ば、 国家試験を未受験 / 不合格でも、 介護福祉士の

資格が与えられます。

①

②

③


