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21 世紀の人づくり
40 周年から続く私たちの長い旅

予備校として開校した 1977 年以来、

“ 君の将棋は今、行き詰っている。
でも、それがいいんだ。中途半端に活躍するよりいい。”
升田 幸三

広島県出身 将棋棋士
実力制第 4 代名人

折々のことば：鷲田 清一

行き詰っているというのは、これまでとは違う困難に直面しているということ。これまでのやり方
では処理できない、もっと根本的な問題に遭遇しているということ。その意味では、今こそ将棋との
向き合い方がごそっと入れ替わるような好機にあると、棋士の大先輩は後輩に告げたかったのだろ
う。本紙夕刊「人生の贈りもの・加藤一二三」
（昨年 11 月 18 日掲載）から。 （朝日新聞 2017 年 1 月 23 日）

弟と一緒に始めた久留米ゼミナールも今年 50 周年を迎えました。よくぞここまでたど
り着いたなあと感慨ひとしおです。17 歳で結核を患い、虚弱体質の私は、数々の病によって
仕事を中断することもあり、極めつけは 1 年半前、4 度目の脳梗塞が原因で障害を持つ身と
なりました。人は不遇な時、平時でわからなかった新しい見方を見つけるものです。己の弱
さを知り、謙虚に己と向かい合うことで新しい視点と世界を獲得することが多いのです。
“挫折は人を成長させる” というとおり失意の時こそ飛躍のチャンスです。仕事の長期離脱
にも、自信を失うことはありません。しっかり強い気持ちをもって、雌伏の時を耐え、力を
蓄えましょう。

久留米ゼミナールが学校法人として認可を受け
＜久ゼミの教育の原点＞として受験生に伝え継がれ、
今日に至っている。

版画：柿原 聡

©SATOSHI KAKIHARA

――「何か大切なもの」を成し遂げる行為は、ある種の欲望の断念が必要です。その断ち切った欲望の量に比例
して「成し遂げる」ものの大きさが測れそうです。従って欲望の渦巻く日常をきっぱり断ち切り、非日常的世界を
作り出す中で、君たちの放逸と分断された欲望は、もっと質の高いひとつの欲望に集約され、目標完遂に注ぎ込
む強い情熱に転換するのです。受験とは他との競争というより、人それぞれが自らに課した人生の勝負であると
私たちは考えたいのです。それ故に、自らの内なる無気力や怠惰を乗り越えることにより、新しい技量と精神を
獲得するのだと思います。若さの持つ無限の可能性とは、他方から見れば無経験な無力な自我にすぎないので
す。だから青春は修業時代といわれ、我が「道場」は強くなるための日々鍛錬の場なのです。ここで実践されるも
のこそ、私たちの教育理念の発露する姿なのです。
つまり、私たちの人生は困難に遭遇し、失敗や挫折によってしか成長しないし、人間的に大きくならないとい
うことです。人は自分の前に立ちはだかる苦難の壁を乗り越えることによって、新しい能力を手に入れてきまし
た。これは人類の普遍的な歴史を貫く発展の法則です。かくて失敗や挫折は成長の契機でありバネであります。
だからこそ人は常に挑戦し続けることによって、自らの可能性を拡げ成長するものです。久ゼミの当時のキャッ
チコピー“Challenge on”というのは挑戦し続けるという意味で、私たちが大切にしている精神です。”on”という
副詞は、“継続する”、の意味があり、チャレンジし続ける久留米ゼミナールに集いし若もの達を支え、教師も共に
成長していこうというのが、日々私たちの合言葉でありました。

学校法人 久留米ゼミナール 理事長
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「賢いもの、
強いものが生き残るわけではない。
変化に対応して適応したものが生き残る」

本語を学んでいます。
ダーウィン
（進化論より）

「人間を
『駆逐』
したウォール街の王者
（日経ビジネス）
」
として特集が組まれました。
「アメリカ投資銀行最大手ゴールドマン・サックス
（GS）
がトレーダー 600 人を AI
（人工知能）
に置き換えた。
――
株式トレーダーは今や 2 人しかいない。
代わりは
（AI を使う）
自動株式売買プログラムだ。
花形の金融機関のトレーダーは平均年
収約 50 万ドル（5,600 万円）に達するといわれており、単純計算すると年間 300 億円を超す人件費が節約できる計算になる。
AI や
ICT 革命の驚異的発展によって金融界のみならず、
広くさまざまな産業を革新し、
大変化が予測されている」
。
戦後日本はいち早く復興を目指し、工業化と経済成長に成功しました。
工業社会・加工貿易立国として必要な均一化した人材を
生産する教育制度が整備されました。
これは 20 世紀の日本経済の繁栄を象徴するものでした。

入管当局の発表では、
日本への留学生は増え続け、
2016 年 12 月末時点で 27 万 7 千人
（前年比 12.4％増）
を数え、
殊に中国が全体
の 4 割を占め、続いてベトナム 22.5％
（前年比 25.3％増）
と著しい伸びを示しています。
同国は日系企業の進出拠点としてのプレゼ
ンスを高めており、漢字文化になじみがないゆえに母国での習得が難しく、ゆえに日系企業での就労をめざして来日するベトナム
人の半数が日本語学校生という現実があります。
当校の日本語学科でも生徒数で最も多くを占め、
次いでネパール
（全国 2.29 万人）
が続いています。
アセアン（ASEAN・東南アジア諸国連合）
を中心にアジアの今後をもっと広い視野で展望すると、“経済共同体の実現を目指す
ASEAN”は 2025 年には 1 人当たりの GDP が 6,000ドル近くへと倍増が見込まれ、域内人口も 7 億人に達するもようです。
隣国イ
ンドの人口も 14 億人となり、中国と肩を並べ世界のトップに躍り出ます。
同国の GDP も世界 3 位と予測され、大国中国そしてこの
2 つの巨大市場が世界経済をリードすることになるでしょう。
日本が今後、
これらの巨大新興市場といかにして緊密な関係をつくっ

「答えがある」ことを前提にした日本の教育は成績を偏差値で数値化し、学力の基準としました。
20 世紀型の工業社会に良質の

ていくかが最大の関心事だと言えます。
アジア新興国の持つ巨大な市場は限りなく“ブルーオーシャン”で、人口減で縮みゆく日本

労働力を提供し、世界第 2 位の経済大国として高度成長の繁栄を支え続けました。
しかし 90 年代以降、バブルがはじけ 20 数年に

にとって、積極的にその力を取り込みビジネスチャンスを現実のものにしなければならないのです。
加えて日本は観光立国を標榜

逆に 21 世紀型の新
わたってデフレ経済に苦しめられ、その克服にいまだ光が見えず、日本経済は足踏みと停滞の状況にあります。

し東京オリンピックを起爆剤として訪日外国人 4,000 万人という大きな目標を掲げています。
留学生の教育を起点に、訪日外国人

しいイノベーションは、
アメリカシリコンバレーや中国深圳に集積し、
ものづくりに取り組む企業にとっての聖地となっています。

ビジネスをどう展開するか、
千載一遇のチャンスを逃してはなりません。

私たち久留米ゼミナールも時代の変遷や社会変革の波をいち早くとらえ、受験予備校としての単一事業から多様な教育事業に
ウイングを広げることになりました。
21 世紀の少子高齢化を見据えて共生館医療福祉専門学校を設立。
押し寄せる介護福祉の人材育成に備え、
高齢者介護事業にも
早くから乗り出しました。
続いてグローバル経済の広がりとアジア新興国の発展に歩を合わせ、日本語学科を久留米校と佐賀校に

次に世界に先駆けて少子高齢化が進行している日本にとって、これは現代を映す喫緊な課題です。
結婚しない若者や女性のひ
とり暮らしが主流となることによって、シングルが激増し若者や女性の働き方が変わってきます。
高齢化の進展により社会の働き
手である生産年齢人口が劇的に減少するこれからの時代を、
どう構想していったらいいでしょうか。
2000 年
（8,600 万人）
から 20 年後の 2020 年
（7,300 万人）
に 1,300 万人の働き手の減少が予測され、その後も 2050 年
（5,000 万人）

設置。
国内では若者の公教育に対する不信や多様な生き方を反映して不登校生徒やニートと呼ばれる若者が激増するなか、受け

には 3,000 万人以上の働き手が減る未曾有の事態が日本の将来を待ち受けています。
そのうえ、日本は世界一の借金国家で、1,300

皿として単位制通信教育の分野にも足を踏み入れました。

兆円の国家債務をかかえており、これは GDP の 2 倍の額にも上ります。2017 年度の政府予算案は 97 兆 4,500 億円と 5 年連続で

2000 年以降、18 歳人口の減少に拍車がかかるなか、本業の大学受験予備校として正念場を迎えるに至っています。
後に詳述し

過去最高を更新する一方で、税収 57 兆円と、その差 40 兆円を赤字国債の発行で穴を埋めている状態です。
プライマリーバランス

ていますように、生き残りを賭けて“国公立大学合格”に特化した予備校に生まれ変わりました。
90％近い合格率は新しい予備校と

（基礎的財政収支）
も年々赤字幅が増え続け、この膨大な借金が積みあがったのです。
どう借金を減らし返済していくか、その解決

して変身した証です。
また医療の街、久留米を徹底的に意識して、医学部専門の予備校部門として“九州医進ゼミ”を独立させまし
た。
教師、
スタッフ、
受験生が一体となって少人数個別指導を軸に日夜努力を重ね、
それに相応しい合格者を輩出しています。
そして 2020 年に迫っている日本の教育改革の目玉こそ英語です。
「読む」
「書く」
「聞く」
「話す」の 4 技能（4 Skills for Japan）が採
用され、小学校から英語が教科として導入されるばかりでなく、大学入試にも英検や TOEIC® 等の外部民間試験を視野に入れた
大学入試が検討されています。
英語教育の改革は新たなグローバルなコミュニケーション力の育成を期待してのことで、日本の若
者たちがアジアや世界各国の人たちと直接つながり、新たなビジネスやコミュニケーションが生まれることが想定されています。
このような時代の要請に応える形で 2012 年に英語専修コースを新設し、2014 年には英語学童保育レインボーキッズを併設しまし
た。
それは単なる英会話塾ではなく、社会人向けの実践的なビジネス英語であり、小・中・高校に連動した新しい英語教育を構想
したものです。
高校 3 年生ですでに英検準 1 級に合格するなど、私たちの英語専修コースが今後グローバル時代のニーズに応える
新しい教育実践がすでに実現しつつあります。
時代は AI や ICT 革命によって、あらゆる産業が技術革新の波に洗われパラダイムシフトが求められています。
こうした新しい
イノベーションに日本の教育がどこまで対峙できるか正念場です。

アジア新興国の発展と日本の少子高齢化
21 世紀、私たちの前に立ち現れる内外の大きな潮流として次の 2 つが挙げられます。
①グローバリズムの流れ、
②人口問題（少
子高齢化）
と国家財政の問題―です。
グローバル時代の先駆けとして、2002 年に開校した久留米ゼミナールの日本語学科でもアジアの新興国から多数の留学生が日

策が示されないまま国家債務は増え続けています。
先に見たように借金返済の主体たる生産年齢人口（働き手）は減り続けている
にも関わらずです。
世代間の不公平が若い人たちの将来にわたって重くのしかかっている一方、高齢者の預貯金など金融資産が 1,000 兆円の大台
に乗ったと聞きます。
先の見えない日本の状況に将来への投資でなく、預貯金で保身する高齢者の姿は、不透明な将来と混迷を象
徴しています。

創業 50 周年と私たちの決意
ともあれ、苦難が予測される未来は若者たちの生きる時代でもあります。
そして究極の時代変革は教育が握っていると思いま
す。
その発展の先、技術革新と政治改革でしか時代の負の遺産を解消することはできないでしょう。
創造力溢れる一人ひとりの若
者の力によってこそ、時代を大きく転換することができるのだと考えます。
かつて、産業革命が近代を創ったように、また現代に
あって AI、
ICT 革命によるイノベーションは時代の枠組みを変え、
新しい文明をつくる可能性さえあると思います。
創業 50 周年を契機に、次の 10 年を予見して新しい久留米ゼミナールの構想を試みておりますが、時代の変化の速さについてい
くのは容易ではありません。
しかし、グローバル時代の新興国の発展や現代の技術革新のダイナミズムは私たち教育に携わる人間
には刺激的で強い影響力を与えます。
久留米ゼミナールは次の 10 年も、
若者と共にあり続け、
世のなかの変化をよく見極め、
冒頭のダーウィンの言葉の如く、
適応する
ため新しい企画を出し続けていきます。
久留米ゼミナールが展開する各部門の教育の現状と将来の展望については、
後欄に詳しく譲ります。
写真：筑後川河岸に咲く菜の花
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history | 沿革

沿革
1967 年 4 月

大学受験のための私塾として久留米ゼミナール

1976 年10月

各種学校久留米ゼミナール

設置

1977 年 6 月

学校法人久留米ゼミナール

認可

1994 年 3 月

専修学校久留米ゼミナール

認可

1996 年 4 月

専修学校久留米ゼミナール佐賀校

認可

1998 年 4 月

専修学校共生館福祉医療専門学校

認可・開校

2000 年 11月

グループホーム御井つつじ苑

開所

2002 年 7 月

グループホーム国分つつじ苑

開所

創立

2002 年10月 日本語学科久留米校として認可を受け開校
2003 年 4 月

クラーク記念国際高等学校久留米キャンパス

開校

2004 年 9 月

グループホーム野中つつじ苑

2006 年 7 月

小規模多機能型居宅介護

2007 年 3 月

専修学校共生館福祉医療専門学校に社会福祉士通信学科

2009 年 4 月

専門学校共生館国際福祉医療カレッジに校名変更

2010 年 4 月

大学受験科に留学生コース

2011 年10月

小規模多機能型居宅介護

2012 年 3 月

専門学校共生館国際福祉医療カレッジに精神保健福祉士通信学科

2012 年 9 月

専修学校久留米ゼミナールに英語専修コース

2014 年 4 月

専修学校久留米ゼミナールに英語学童保育レインボーキッズ

2017 年 4 月

大学受験科留学生コースより大学受験科留学生キャリアデザインコースに名称変更

2017 年 4 月

小規模多機能型居宅介護

開所

大園つつじ苑

開所
設置

設置
中央町つつじ苑

北野つつじ苑

開所
設置

設置
開設

開所

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY
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organaization | 組織図

組織図
専修学校 久留米ゼミナール〈久留米校〉

大学受験科
高校生コース

理事会

九州医進ゼミ
日本語学科
留学生キャリアデザインコース
英語専修コース

経理部
人事管理部

英語学童保育 レインボーキッズ

企画部

法人事務局

寮管理部
IT 事業部

クラーク記念国際高等学校 久留米キャンパス
専修学校 久留米ゼミナール〈佐賀校〉

（2017 年開設予定）

大学受験科
高校生コース
高卒認定コース

専門学校 共生館国際福祉医療カレッジ

社会福祉学科
社会福祉専攻科
医療ビジネス科
社会福祉士通信学科
精神保健福祉士通信学科

理事長

副理事長

今井 正雄

介護福祉学科 （2019 年開設予定）

今井 照男
介護福祉事業本部・つつじ苑グループ

理事会

理事名簿

認知症対応型共同生活介護グループホーム
御井つつじ苑

理事長

今井 正雄

国分つつじ苑

副理事長

今井 照男

野中つつじ苑

理 事

村上 一朗

理 事

生 良一

理 事

西木 清行

大園つつじ苑

理 事

岩田 恵美子

中央町つつじ苑

小規模多機能型居宅介護

理 事

北野つつじ苑
2017 年 10 月現在

各部署

法人事務局
局 長

今井 照男

事務長

統括責任者

大学受験科（久留米校・佐賀校）・九州医進ゼミ

佐々木 雄司

日本語学科・留学生キャリアデザインコース

徳安 貞子
岩田 恵美子

経理部長

池田 謙

クラーク記念国際高等学校 久留米キャンパス

人事部長

今井 雄介

共生館国際福祉医療カレッジ

鮫島 重喜

介護福祉事業本部・つつじ苑グループ

陣内 靖弘

顧 問

辻 幸孝
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次の 5 0 年へ。
部門別事業概要
13 大学受験科・高校生コース（久留米校）
15 大学受験科・高校生コース・高卒認定コース
（佐賀校）
17 九州医進ゼミ
19 合格実績（大学受験科・高校生コース・九州医進ゼミ）

21 日本語学科
23 留学生キャリアデザインコース
25 進学・就職実績（日本語学科・留学生キャリアデザインコース）

27 クラーク記念国際高等学校 久留米キャンパス

29 英語専修コース ( コンフォース )
31 英語専修コース ( 英語学童保育 レインボーキッズ )

33 共生館国際福祉医療カレッジ
35 就職実績

37 つつじ苑（グループホーム・小規模多機能型居宅介護）
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大学受験科・高校生コース〈久留米校〉
高い国公立大学合格率を生む、
5 つの 久ゼミ流 ″
大学受験科
①少人数ライブ授業で受験生を完全フォロー
70 名、100 名といった大人数の授業では一方通行の授業になっ

佐々木 雄司

大学受験科・久留米校、佐賀校、及
び九州医進ゼミを統括しております。
久留米ゼミナールが創立されて 50
年。その 5 分の 3 を共に過ごしてきた
生え抜きです。この間楽しいことも苦
しいこともたくさんありましたが、部
下に恵まれ充実した仕事人生を送ら
せてもらいました。私たちのモットー
は 「人を一個人として尊重し、私た
ちがその人に今何ができるかを考え、
そして行動する」です。

感動を分かち合う予備校
大学受験は、ここ 20 年で大きく様変わりしました。かつて 205 万人いた 18 歳人口は 120 万人

学んだ知識を定着させる上で自習環境は最重要項目となります。

てしまい、生徒の学力を判断できないだけでなく、予習復習の確認

久ゼミでは自習室に監督を配置し、常に緊張感のある空間の中で自

や質問フォローもできません。久ゼミでは一人ひとりの学力を確実

学自習ができます。さらにこの環境を強力にサポートする質問フォ

に把握するために少人数でのライブ授業にこだわります。
大学受験科 （久留米校・佐賀校）
九州医進ゼミ
統括責任者

④最高の自習環境を提供

ロー体制を充実させ、いつでも教師が対応することで 分からない”
を放置せず着実に学習を進めることができます。

②「授業が分からない」を作らない各科目レベル別授業
一般的な予備校では〇〇大学対策コースなどがありますが、この
ようなコース設定では得意科目、不得意科目に関係なく全ての科目
を同じレベルで授業を受けることになります。久ゼミでは科目ごと
に学力に応じたクラス編成で授業を行うので、効率的に学力が伸び
ていきます。さらに学力がつけば途中でもハイレベルクラスに変更
して更に高みを目指します。

③自分に合った時間割をカスタマイズ

⑤徹底した合格支援ネットワーク

年間時間割においては既存の時間割に生徒を合わせるのではな

各生徒にはチューター（担任）がつきます。予備校では通常 1 人の

く、その年度の生徒の学力や志望校に合わせて時間割を作成し、教

チューターが 100 名前後を受け持ちますが、久ゼミでは担任の受

材や授業進度を調整していきます。さらにこの環境を強力にサポー

け持ち数は 20 名前後ですので、常に出席状況や学習状況を把握で

トする質問フォロー体制を充実させ、わからない点が出てくればい

き、毎週の 2 者面談で学習指導や進路指導を徹底的に実施してい

つでも教師が質問に応じることで効率良く学習を進めることがで

きます。一年間で合格を勝ち取るために一人ひとりに最適な進路指

きます。

導や学習指導を行います。

へと減少する一方で、20％前後だった大学進学率は 50％まで上がっています。
全国には 770 校あ

予備校ならではの授業力とカリキュラムに、
塾のような親身な指導を加えて現役合格を全力サポート

まりの大学がありますが、近年、学費や就職を意識して国公立大学や難関私立大学に人気が集中し、
特に国公立大学は全国の入学定員総数が約 10 万人に対して、平均合格率は約 35％程度の狭き門と

高校生コース

なっています。
我々は、この国公立大学の合格率にこだわって指導を行ってきた結果、この 10 年間の合格率は
約 86％と全国トップクラスを誇っています。これは、生徒密着型予備校” として、ただ受験勉強を

高校 1 年コース

させるのではなく、生徒一人ひとりに合った大学選びや各個人に合わせた学習を担任が生徒や保護
者と考え、生徒のやる気に本気で応え続けてきた成果だと考えています。
「教育の原点」は、合格したいと考える生徒と、それに相対する教師との本気のぶつかり合いだと
思います。私たちは、教師と生徒が一丸となって切磋琢磨し、合格という形で生徒と本当の喜びや感
動を分かち合える予備校でありたいと思います。
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大学受験科（久留米校） 教務部長

三浦 寛幸

高校 2 年コース

高校 3 年コース

少人数グループ指導＋質問対応型自習室＋

レベル別授業 ( 英語・数学 )＋質問対応型

少人数グループ指導＋サポート教室＋基礎

基礎力育成テスト

自習室＋基礎力育成テスト

力育成テスト

高校の授業がメインとなるため、高校の授業

生徒のレベルに応じた授業を行い、主要科目

高 3 コースでは、年間で 4 期にわたり大学受

をサポートすることに主眼をおいたコース。学

のテコ入れを行い、学校別集団指導で高校の席

験の対策を段階的に行い、各授業はレベル別に

校から出される課題をうまくクリアしていけ

次にこだわりをもたせ、しっかり補強ポイント

分かれ、一人ひとりをしっかり指導していくた

るようにポイント指導を行いながら、わからな

を指導していきます。また、質問対応型自習室

め少人数制となっています。

い部分を質問対応スタッフ（全科目対応）が一

では強化が必要だと判断した科目には個別指

緒になって解決します。

導でしっかり対応しています。

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY
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大学受験科・高校生コース 〈佐賀校〉
少人数指導で国公立大合格率 86%
国公立大学合格率 86％と、高い合格率を達成し続けている久留米ゼミナール佐賀校。大学受験に必要な思考力・知識

を少人数指導で徹底的に身に付けさせます。もちろん授業内容は多種多様で、センター、国公立２次、私大、看護医療系、高

卒認定など、さまざまなニーズに合わせた講座を用意しています。さらに入試直前は、志望大学別に分かれた「大学別指
導」も行います。

志望校合格へ

〜授業とサポート体制〜

対話重視の双方向型授業
佐賀校の授業は、少人数のクラス編成、対話を重視した双方向型の授業なので、教師は生徒一人
ひとりの学力を把握し、生徒も能動的に授業に参加していきます。また、難関大に向けた選抜コー
ス「インペリアル・アリーナ」を設置。難関大突破に不可欠な、「発想力と思考力」の育成を最大の
課題としています。そして、苦手科目克服のためのオプション講座「ゼミ」
「ワンレク」も用意して
います。
「ゼミ」は、少人数特別授業で、生徒の必要に応じて作られる自由選択講座です。
「ワンレ
ク」は、２〜４名で、小型のテーブルを囲むように指導するもので、
「理解する」
「思考する」に重点
を置いた指導形式を採用しています。

お互いが問題点を「共有」し、解決の過程をともに考え
る事ができます。

志望校合格のための万全のサポート体制
佐賀校には、志望校合格を実現するための万全の環境があります。まず、入学してきた生徒には

合格実績が作った、佐賀県唯一の本格予備校

チューター（担任）がつきます。1 人のチューターが担当する生徒数は２０〜２５名と、できるだけ
少数に抑えています。また、チューターは、授業をする「講師」でもあり、実際の授業で生徒の学力
を把握した上で、より頻繁に学習アドバイスや進路指導を行っていきます。そして更なる特徴と

佐賀の地に久留米ゼミナールが予備校を出して 20 年余りが経ちました。
当時は浪人生全盛の時

して、
「講師サーキット型自習室」が挙げられます。ここでは、講師が質問を受けるために教室内を

代ではありましたが、ライバル校との競合などもあり長く苦戦を強いられていたと聞いています。

巡回しています。授業でわからなかった点や、勉強の仕方、ノートの取り方など細かな疑問にも対

様々な移り変わりを経て、ようやく広く地元の方々に認知され始めてきたように感じます。
く残る佐賀では、特定の生徒の合否状況はすぐに知れ渡ってしまいます。
この逃げも隠れもできない

School Data

環境が逆に合格率の向上やそれを可能にする学校運営への取り組みへと必然的に駆り立てた要因で
あり、
実績を積み上げる方法なりアイデアなりがあればどんな方法でも徹底して実行しました。
そのような過程で、いつのまにか地方にも少子化の波が訪れ、予備校生は激減する時代に入ってい
ました。
気がつけば既存の予備校は姿を消し私たちだけになっていたというのが偽らざる実感です。
幸いなことに生徒数が大きく変動するような局面は現れていません。これはひとえに私たちのあ
りようを、地域の方々が理解して下さっているからだと考えています。それでも未熟な面は多々あ
ります。地域の唯一の本格予備校としての役割を自覚し、社会や地域の人々の学問・教養の場とし
て、また進学という人生の転機にお役に立てる存在として、これから何十年先までも永続してゆけ
るように今後も切磋琢磨していく覚悟です。

チューターの存在はとても重要なもので受験成功の
大きなカギを握っています。

応しています。

根付いてきた大きな要因は合格実績の追求にあったと思います。
人と人の密接な結びつきが色濃

大学受験科（佐賀校） 教務部長

相良 方

大学受験科

高校生コース・高卒認定コース

設置コース

設置コース

● インペリアル・アリーナコース

● 高３コース

● Ｊインペリアル・アリーナコース

● 高２コース

● 国公立大コース

● 高１コース

● 私立大コース

● 高卒認定コース

● 看護・医療系コース
● 高卒認定併願コース

高卒認定専願コース

主な出身高校
県名

佐賀西高校・佐賀北高校・佐賀東高校・致遠館高校
佐賀

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY

小城高校・武雄高校・白石高校・鹿島高校・伊万里高校
多久高校・唐津東高校・唐津西高校・鳥栖高校

三養基高校・神埼高校・佐賀清和高校・佐賀学園高校

龍谷高校・弘学館高校・東明館高校・早稲田佐賀高校 等
長崎
福岡

15

出身高校

佐世保北高校・佐世保南高校・佐世保西高校・島原高校
青雲高校・鎮西学院高校 等

久留米大学附設高校・柳川高校・大川樟風高校 等

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY
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九州医進ゼミ
未来の医療を担う人材の育成
将来医師を志し、
医学部合格を目標とする生徒を対象とした医学部受験専門予備校です。

私たちは生徒との密接な人間関係を築くなかで適時に適切な指導をおこない、
学力面での向上はもちろんのこと、
受験への

不安や自分への甘さに打ち勝つための精神面のタフさを身につけさせながら、
医学部合格という目標達成に向けて日々取り組
んでいます。

難化傾向にある医学部合格へ
思考力育成のための一貫した指導体制
近年医学部の入試問題の傾向として、思考力を問う問題が増えており、その出来不出来が合否
2016 年 3 月新校舎に生まれ変わりました。
快適な環境のもと抜群の体制で受験生を合格へと導きます。

に大きく影響しています。これに対応するために、九州医進ゼミでは単に受験に必要な知識や画
一的なパターンによる解法だけを反復演習させるのではなく、問題のどこに着眼し、どうやって
アプローチすべきかを実践的に教えることを重視しています。そうすることで、生徒はそれまで
に経験したことのない問題であっても柔軟性を持って多面的に考えることができ、正答へ到達で
きるのです。さらに、学習内容や方法の定着度を図るために様々なテストを実施し、その結果に応
じてフォローすることで、受験に通用する思考力を養成しています。

少人数授業やサポート指導を通して、教師は生徒の解答
やそれに至る思考過程を確認し、
修正、
改善します。

医学部合格を可能にする学習時間および環境
受験最難関の医学部に合格する学力を身につけるためには、勉強を中心とした規則正しい生活
を送ることが必要です。九州医進ゼミでは朝 8 時から夜 11 時までの 1 日 15 時間に及ぶ学習時間

高い意識を育てる医学部受験予備校

に加え、年間休日 12 日という過酷なスケジュールのもとで、生徒が一年間を過ごします。
また新校舎の完成で、より勉強に集中しやすい環境を提供できるようになりました。
特に２階３
階にある自習室 - 職員室の一体型フロアでは、同じ階に教師が常駐しているため生徒が良い緊張感

医学部人気の傾向は年々強くなっています。以前ならば最難関国立大学を志望していた受験生

で学習することができ、
また疑問点が生じればタイムリーに質問ができる態勢が整っています。

が、経済的安定などを求め、国立医学部を目指すようになっている様です。そのような理由から国立

医学部合格という同じ目標があるからこそ、苦しい時
も生徒同士が切磋琢磨して頑張ることができます。

医学部は難易度が増し、また国立に合格出来なかった生徒の流入で私立医学部も同様の傾向を示し
ており、教育の現場で医学部難化を強く感じます。
そのような受験で合格を勝ちとるためには、他のどんな受験生よりも本気になって真剣に取り組

School Data

むことが必要です。九州医進ゼミは少人数のなか、まず教師自身が生徒一人ひとりを本気にさせ、意
識の高い真剣なクラスの雰囲気を作り出します。その環境が九州医進ゼミの最大の特長であり、多

設置学科・コース

くの生徒が合格する「受かる医進予備校」である理由だと思っています。
また昨年は、より良い環境にこだわった新校舎が竣工し、すばらしい環境のなか学習に取り組む
ことが出来る様になりました。
これからも九州医進ゼミは、医師を目指す受験生、その保護者に信頼される医進予備校であるた
め、日々進化してまいります。

九州医進ゼミ

教務部長

上村 進治

■既卒生コース

国立医リミットコース
私立医サミットコース
Basic 特訓コース

■高校生コース

個別指導コース
授業コース
特別講座

九州医進ゼミ生の出身高校
16 名
24 名
8名

県名
福岡

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY

（※過去 6 年間）

筑紫女学園・筑陽学園・つくば開成福岡・伝習館・東筑・中村学園女子・南筑・博多青松・東福岡・福岡玄洋・福岡女学院・福岡雙葉・
三池・明光学園・明治学園・明善・八女・八女学院・祐誠

佐賀

鹿島・神埼・弘学館・佐賀北・佐賀清和・佐賀西・致遠館・東明館・鳥栖・三養基・早稲田佐賀

熊本

天草・有明・菊池・熊本・熊本学園大学付属・熊本県立第二・熊本マリスト・真和・済々黌・人吉

長崎
宮崎
大分

鹿児島
沖縄

その他
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出身高校

朝倉・福大大濠・大牟田・大牟田北・久留米・久留米高専・久留米信愛・久留米大附設・修猷館・上智福岡・西南学院・筑紫丘・

大村・海星・青雲・精道三川台・長崎日大・長崎北陽台・長崎南
都城泉ヶ丘・宮崎第一・宮崎日大
大分上野丘・大分東明・大分舞鶴
出水中央・甲南・志學館・純心女子・鶴丸・ラ・サール・れいめい
沖縄尚学・読谷
出雲 ( 島根 )・宇部フロンティア大付香川 ( 山口 )・岡山・岡山白陵・倉敷青陵 ( 岡山 )・秀明 ( 埼玉 )・帝京富士 ( 愛媛 )・高知学芸 ( 高
知 )・桐蔭学園 ( 神奈川 )・北海道釧路湖陵・立命館慶祥 ( 北海道 )・Plymouth College( イギリス )
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大学受験科（久留米校・佐賀校）九州医進ゼミ

合格実績

大学受験科（久留米校・佐賀校） 合格実績

九州医進ゼミ

「合格率」
へのこだわりが全国トップクラスの国公立大合格率を生む

85.7％

国公立・私立大医学部に完全対応。
合格率にこだわる九州医進ゼミ

2013〜2016 年
国公立大平均合格率 628 名 /733 名中
大手予備校のように在校生が多ければ合格者

数が多いのはあたりまえ。久ゼミがこだわるのは

「合格率」。少人数徹底指導にこだわることで一人

※全国の国公立大の総定員約10万人に対して毎年約45万人以上が出願し、平均合格率は約36％です。

九州大学
実質合格率

41.8％
長崎大学
実質合格率

45.9％

久ゼミの実績

85.7％
54名/63名中

久ゼミの実績

84.8％
56名/66名中

実質合格率

54.2％
佐賀大学
実質合格率

35.7％
19

熊本大学
実質合格率

45.4％
鹿児島大学
実質合格率

44.0％

久ゼミの実績

93.3％
14名/15名中

久ゼミの実績

78.9％

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY

176名/223名中

福岡教育大学
実質合格率

40.7％
大分大学
実質合格率

35.0％

2017 年 医学部医学科 合格実績

私立大学 目標 40 名突破

正規合格：国公立大９名／私立大４６名（自治医・防医含む）
国公立大学

熊本大 医学部医学科
鹿児島大医学部医学科

1名
1名

長崎大 医学部医学科
佐賀大 医学部医学科

1名
6名

私立大学
久ゼミの実績

89.2％
58名/65名中

久ゼミの実績

80.4％
37名/46名中

久留米大 医学部医学科 17名 福岡大
医学部医学科11名
近畿大
医学部医学科 5名 兵庫医科大 医学部医学科 4名
愛知医科大医学部医学科 3名 川崎医科大 医学部医学科 2名
関西医科大 医学部医学科 1名
自治医科大 医学部

2名 防衛医科大 医学科

1名

合格者の声

地元国立大学合格実績

13〜16年合格実績

九州工業大学

ひとりを確実に合格させることこそ「久ゼミ流」。

全コース国公立大学実績

13〜16年合格実績

合格実績

大 学 受 験 科：久 留 米 校

大 学 受 験 科：佐 賀 校

九州医進ゼミ

鹿児島大学 医学部医学科

久ゼミの実績

90.0％
27名/30名中

東京大学 理科Ⅰ類

長崎大学 医学部医学科

中 野 翔 太［ 明 善 高 校 出 身 ］

蒲 原 将 暉［ 佐 賀 西 高 校 出 身 ］

久ゼミで浪人してよかった点は、先生方が生徒一人ひと

82.6％
19名/23名中

福岡大学

※すべて医学科・医学部にて合格

大 谷 紗 代［ 鶴 丸 高 校 出 身 ］
第一志望の鹿児島大学に合格することが出来ました。と

りに密着して丁寧に向き合ってくださる点です。特に東大

たことは語り尽くせないので 2 つだけ話そうと思います。

ても嬉しく思います。一年間大変なこともありましたが、

分なりの勉強だけではどうしても手が及ばない範囲まで

賀校には大学受験のプロである先生が多くいらっしゃい

し合うことのできる仲間がいてくれて最後まで頑張るこ

や京大などの難関大を志望している自分達にとっては自
しっかりフォローしてもらいました。特に数学は、わから

久ゼミの実績

僕は他の人より少し長く浪人をしました。その中で学べ

防衛医科大学校 久留米大学
関西医科大学 兵庫医科大学

ない箇所があって職員室に行くと先生方はいつでも対応

してくださり、自分の解答のどこが間違っているのかだけ
ではなく、別の解法まで示してくださいました。また久ゼ

ミは全てのクラスが少人数なのでクラスの仲間と競い合

い、励まし合いながら勉強への高い意欲をもって頑張り続
けることができました。久ゼミの先生方には大変お世話に
なりました。ありがとうございました。

まずは久ゼミ佐賀校のインペリコースについて。久ゼミ佐

ます。さらに各地から賢い学生が集まってきます。同じ志
望を持った仲間でありライバルたちと日々競い、合格に直
結するすばらしい授業を毎日受けることができる。そんな
環境が久ゼミ佐賀校にはあります。もう一つは浪人生活に

ついて。1 年というのは長く、しかしあっという間に終わり

ます。他の人と自分を比較し自分自身を知る事。やれるこ
とはたくさんあります。あとはそれに気づくだけです。

応援してくださる先生方や同じ目標に向かって切磋琢磨
とができました。大手予備校での一浪目が終わったあと振

り返ると、思うように勉強ができず後悔が残り、学習環境
が良いと聞いていた九州医進ゼミで一年間がんばること

に決めました。毎日の授業、自習、質問を積極的に行うこと
で充実した時間を過ごすことができました。センター試験

で思うように結果が出ませんでしたが、合格できると強く
信じて下さっていた先生方に励まされ合格することがで
きました。一年間本当にありがとうございました。
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日本語学科
日本語プラスキャリア教育でさらなる高みへ
自らの将来を切り拓くことを目指しアジア各国からの若者たちが集う日本語学科。日本で進学または就職できるため

の日本語・日本文化を学び、その先にある将来のなりたい自分、就きたい職業をイメージできるためのキャリア教育にも
同時に取り組み、学生の自己実現に向けてサポートします。

時代変化に対応し、活躍できるグローバル人材育成への取り組み
日本語、コミュニケーション力アップのためのカリキュラム
日本での進学、就職において必須となるのは、何をおいても「日本語力」です。日本語力を測る日
本語能力試験に合格することを目標に掲げ、テキストを主とした授業はもちろんのこと、各技能
においてレベル別に学べる対策授業を実施しています。苦手なものは丁寧に、得意なものは問題
に数多くあたり実践的に学ぶことで、着実に日本語力を伸ばすことができます。
テキスト授業では、知識を得るにとどまらず、運用までを目的とし、日常の表現から場面に応じ
た語彙選択の習得までを目指しています。行事には、スピーチ大会やディベート大会、日本語演劇
発表会などを織り込み、学生たちが学んできた日本語力の達成を感じ、経験を重ねられる場を設

自分の言葉で想いを熱く。日本語によるスピーチ大会

けています。

将来を見据えた進路指導、キャリア教育への取り組み
学生たちにとってのゴールは、日本に来ることではなく、その先の日本もしくは母国での就職
です。その将来の目標があってこそ、日本で何を学ぶのか、何を身につける必要があるのかを考え

「久ゼミで良かった。久ゼミが良かった。」に応えてー。
日本と世界各国の懸け橋になるグローバル人材の育成

ることができ、必須となる日本語力向上のモチベーションとなります。日本語学科では、日本事情
として日本人の考え方やその文化背景を学び、日本社会適応のための理解を促すことに加え、渡
日前、そして来日時のオリエンテーションから、自らの進路について意識する機会を設けていま
す。さらに 7 月、8 月を「進学月間」とし、様々な学校の説明会を受け、体験授業やオープンキャンパ
「進学月間」の特別企画。東京・新宿「日本電子専門学
校」よりお越しいただいての体験授業

スに参加するなど、自らの体験を通し、目標を確立させていきます。

日本からアジア諸国へと視野を広げ、久留米ゼミナールに日本語学科を開設して今年で 15 年。
今日までに 14 ヶ国から 2,000 名を超える留学生を受け入れ、世界各国のさまざまな分野で活躍で
きる人材を輩出して来ました。

School Data

日本語教育はもとより、学生たちが日本社会に適応できるための日本文化・日本事情の教育、将
来を見据えた進路指導・キャリア教育にも力を入れています。早い段階に将来の目標を設定し、そ

設置学科・コース

のためにどの大学・専門学校で何を学べばよいのか。今、自分がなすべきことを明確にすることが、
将来へのモチベーションを高め、学生自身の成長を促すことにも繋がります。

● 総合日本語 2 年、1.5 年、1 年コース

めまぐるしく変化する学生たちの出身国情勢や日本社会で、学生たちは何を期待し日本を目指す
のか。またグローバル化が進む日本社会においてどのような人材が必要とされているのか。私たち
はその双方に応えられるような人材育成を教育目標とし、社会的使命であると考えています。
これからますます広がっていく留学生の未来の可能性に対応すべく、拠点となる協力校・海外
パートナーをさらに拡充し、
「日本語能力試験Ｎ１を取得するなら久ゼミ！」を確立するために、日
本と世界各国の懸け橋となり活躍できる人材育成のために、教職員一同、心と力を合わせ、本校での
留学が学生たちの未来の幸せに繋がることを願い、さらなる前進を続けます。

21
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● 法務省告示校
日本語学科

学科長

徳安 貞子

● 教職員総数：30 名
常勤教員 8 名
非常勤教員 12 名
常勤職員 7 名
外国人スタッフ 3 名

● 在籍者数：251 名
（ベトナム 106、ネパール 92、中国 49、
スリランカ 2、韓国 2）
● 海外拠点
ベトナム（NKDV VIET NAM Co.,Ltd）、中
国（大連創想文化発展有限公司）、ネ
パール、スリランカ、韓国

沿革
2002 年 10 月
日本語学科久留米校 認可・開設（定員 150 名）
2005 年 4 月
日本語学科佐賀校 認可・開設（定員 100 名）
2008 年 10 月
日本語学科久留米校 定員 210 名に増員
2008 年 12 月
日本語学科新校舎（4 号館）完成
2009 年 10 月
日本語学科久留米校 定員 300 名に増員
2010 年 4 月
日本語学科佐賀校 定員 120 名に増員
2010 年 4 月
大学受験科留学生コース 新設（定員 60 名）

学生数国別推移
中国

300

韓国

ベトナム

ネパール

その他

2014

2016

250
200
150
100
50
0

2005

2008
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留学生キャリアデザインコース
日本、世界で活躍するグローバル人材育成をめざして
ワンランク上の高等教育機関への進学を目標とする留学生に日本語能力の向上や受験指導を行います。さらにその先

にある「将来、日本での就職」を具現化できるよう、日本社会や世界で柔軟に対応できるグローバル人材の育成に取り組み
ます。

ワンランク上の進路選択を実現するきめ細かな取り組み
目標レベル、進路に合わせたコース選択
1 年後の希望進路に応じたカリキュラムを準備しています。応用日本語コースでは大学進学で
必須とされる日本留学試験の基礎科目を中心に授業を行います。担当講師が過去問題を徹底分析
し、実践で応用力を磨きます。基礎日本語コースでは更なる日本語力アップに向け、日本留学試験
に加え日本語能力試験までカバーした授業を行います。選択制科目も設けており、日本留学試験
の基礎科目や日本事情など、希望に応じて受講できるシステムです。
いずれも日本語コミュニケーションや面接対策、パソコンを使った文書作成などの授業も展開
しており、スキルアップ教育にも力を入れています。

時には温かく、時には厳しく。進路から生活の相談ま
で一人ひとりと向き合う。

将来の自分の姿を形作るキャリアデザイン教育
外国人留学生にとって、日本での就職は母国の事情とは大きく異なり、イメージが掴みにくい

より高い目標へー。
キャリア教育で未来をデザイン

という多くの声を聞きます。そのギャップを早い段階で埋め、理解につなげることで、よりよい進
路選択ができるようにしています。
キャリアデザインの授業では自己分析やワークショップなどを通じて現在の自分を客観的に
見つめることから始めます。適性・適職診断によって興味ある業界や企業を知り、日本の就職活

日本の大学や専門学校へ進学する留学生を対象に受験対策、進路指導を行ってきた大学受験科留

動事情などについての知識も深めます。

学生コースは、進学後に日本で就職したいという学生が増加している背景から、2017 年４月、留学

より高きを目指す真剣な眼差し。
自ずと授業に力が入る。

生キャリアデザインコースへと名称変更しました。
少子高齢化に伴う、生産年齢人口の減少が加速する日本社会にあって、高度な技術を有する外国
の人材は、その存在感を増しており、本校の留学生にとっても非常に大きなチャンスが到来してい

School Data

ます。しかし、将来就職を見据えた大学や専門学校などへ進学するには、最長で２年という日本語学
校での修学期間では日本語能力がいま一歩届かないことも少なくありません。「あと 1 年あれば、
ワンランク上の学校で学べるのに」と感じる留学生のニーズに応えるのが、留学生キャリアデザイ
ンコースです。
本コースでは将来日本での就職を目標にした留学生を対象に従来の受験対策（日本留学試験・日
本語能力試験）に加え、
「就職」を見据えたキャリア教育、進路指導を行っています。さらに、進学先の
学校や日本企業で求められているコミュニケーション力を身につける授業も展開しています。キャ
リア教育においては、
「なりたい自分」を早い段階で明確にすることにより、将来へ向けた計画を立
て、よりよい進路選択をするためのサポートをし、日本、そして世界で必要とされるグローバル人材

課程概要
留学生キャリアデザインコース
コース長・教務主任

出口 未奈

設置コース

● 修業年数１年

● 応用日本語コース（文系／理系）

● 入学定員６０名

国公立大学、有名私立大学や大学院、就

● 入学期４月

職を目指す。

● 教職員総数：８名

● 基礎日本語コース（文系／理系）

（常勤教職員５、非常勤講師３）

私立大学、
専門学校進学、
就職を目指す。
● 在籍者数：４７名
（ベトナム１８、
ネパール１８、
中国１１）

合格実績
区分
大学院

進学先

（※過去 7 年間）

筑波大学大学院、鳴門教育大学大学院、大阪府立大学大学院

熊本大学、鹿児島大学、長崎大学、大分大学、佐賀大学、香川大学、高知大

大学

学、鳥取大学、名古屋市立大学、高崎経済大学、広島市立大学、県立広島
大学、都留文科大学、北九州市立大学、福岡女子大学、長崎県立大学、下

関市立大学、鳥取環境大学、山口東京理科大学、立教大学、同志社大学、
立命館大学、立命館アジア太平洋大学

等

を育成することを目指しています。
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日本語学科・留学生キャリアデザインコース 進学先 / 卒業生メッセージ
久留米の温かい心が留学生を成長させてくれました。

卒業生メッセージ

「久ゼミが良かった。
久ゼミで良かった。
」卒業生のメッセージ。

久留米は留学生にとって第 2 の故郷です。
初めての日本。初めての久留米。ここで私の留学生活が始まりました。最初は不安でいっぱいでした。日本語の勉強と

ともに、日本での生活を教わりました。困ったとき、寂しいとき、優しい言葉をかけてくれた久留米の人たち。久留米で
私は成長しました。
来日

久留米警察署のオリエンテーション

グローバル人材、日本との懸け橋的存在として活躍する久ゼミ卒業生。久留米で、久ゼミで学び、大いに悩み、困難を

打ち破り、大きく成長した姿がありました。

久留米ゼミナールで学んだ
「留学の意義」

久留米市「つつじマーチ」参加

久留米ゼミナールでは、
「日本語」の教育だけでなく、留学の初めのステージとして様々なことを教え

ていただきました。授業の中で、先生と他の学生とのグループワークを通じて、留学に対する正しい考え
方を身につけることの大切さを教えてもらいました。日本語だけではなく、「留学」の意義を改めて考え
させる教育は、久留米ゼミナールの素晴らしいところだと思います。留学生活の中の一番大切な時を久

留米ゼミナールで過ごすことができたことは、私の人生の分岐点になりました。今振り返って、私は本当
に幸運だったと感じます。

王

者興

〈中国〉

憧れの日本。ここで自分の未来を実現するんだと、心に

警察の人たち、市役所の人たちなどから、日本の生活の

青空と綺麗な花々の香りに包まれて、汗いっぱいに久留

久留米市観光サポーターの活動

寮の生活

アルバイト風景

誓いました。

仕方をやさしく、丁寧に教えてもらいました。

米の町をウォーキング。とてもさわやかでした。

2013 年 3 月
2013 年 4 月

日本語学科卒業

福岡大学大学院進学

2017 年 「横河電機株式会社」 入社内定

どんなことがあっても、
夢をあきらめないこと
私は中日本自動車短期大学を卒業し、この春、トヨタ自動車に就職しました。私は自動車が大好きで、

いつかトヨタ自動車で働きたいという夢を抱いて、日本に来ました。自分の目標を見失った時、先生方は

いつも親切で、適切なアドバイスをしてくださいました。新しい道を歩むとき、一番大切なことは、どん
な事があっても、自分の目標を見失わないことです。久留米ゼミナールで勉強したことを活かし、たくさ
んの経験を積んで、また新たな夢に向かって頑張ります。

NGUYEN BA QUAN
グエン・バ・クアン
〈ベトナム〉

久留米のいいところたくさん教えてもらい、いろんな体
験をさせてもらいました。

共同生活で学ぶ協調性。近所の人と触れ合いながら、日
本で暮らすためのノウハウを知りました。

2015 年 3 月
2015 年 4 月

留学生キャリアデザインコース
中日本自動車短期大学進学

修了

2017 年 4 月 「トヨタカローラ愛豊株式会社」 入社

高みを目指すためには、
基礎作りが大切

わたしの初めての仕事。守らなければならないことがた

私は 2012 年４月に久留米ゼミナールに入学しました。最初は不安でいっぱいでしたが、先生たちの

くさん。でも、優しい激励に私たちは頑張りました。

助けと優しさのおかげで安心して頑張ることが出来ました。緑の多い恵まれた自然、優しい人たち、久留

米の出来事が今も心に残っています。すべてが忘れられない思い出です。人は遠くに行こうと思うと、ま

日本語学科・留学生キャリアデザインコース 進学先（過去 3 年間実績）

ずは一歩から始めないといけません。私にとってその一歩は久留米ゼミナールです。基礎がしっかりし

ていると「高いところ」まで行ける。それを作ってくれるところが久留米ゼミナール、日本語、コミュニ

■ 大学院

■ 私立大学

大阪成蹊大学

西日本工業大学

国際電子会計専門学校

名古屋工業大学大学院

東洋大学

同志社大学

■ 短期大学

明生情報ビジネス専門学校

岩手大学大学院

同志社女子大学大学院
大阪府立大学大学院
京都情報大学院大学
久留米大学大学院
■ 国公立大学
鳥取大学
高知大学
長崎大学

鹿児島大学

高崎経済大学

名古屋市立大学

山口東京理科大学
下関市立大学
県立広島大学
福岡女子大学

北九州市立大学
名桜大学
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立教大学

足利工業大学
上武大学

西武文理大学
筑波学院大学
神奈川大学

関東学園大学
帝京大学

東京富士大学

日本経済大学東京渋谷キャンパス
愛知産業大学

名古屋経済大学
中京学院大学

大阪女学院大学
大阪産業大学
大阪国際大学
関西国際大学
帝塚山大学
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近畿大学

桐蔭横浜大学
京都学園大学

京都情報大学院大学
京都産業大学
立命館大学

立命館アジア太平洋大学
広島経済大学
福岡大学

九州情報大学
久留米大学

久留米工業大学
筑紫女学園大学
九州産業大学
別府大学

日本経済大学
活水女子大学
長崎国際大学

九州共立大学

中日本自動車短期大学

広島国際学院大学自動車短期大学部
■ 専門学校

日本電子専門学校
横浜デザイン学院

富士国際ビジネス専門学校
専門学校

ニホン国際 IT カレッジ

TBC 学院国際テクニカルデザイン自動車専門学校
国際ことば学院外国語専門学校
早稲田文理専門学校

千葉モードビジネス専門学校
横浜システム工学院専門学校

プロスペラ学院ビジネス専門学校
国際デュアルビジネス専門学校

国際テクニカルデザイン・自動車専門学校
岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校

ケーション力です。久留米ゼミナールで基礎の大切さを教わって良かったとつくづく思っています。

東京マルチメディア専門学校

MAHARJAN KABIRAJ
マハラジャン・カビラズ

東京国際ビジネス専門学校東京校

〈ネパール〉

エール学園

東亜経理専門学校

日本ウェルネススポーツ専門学校広島校
専門学校

西鉄国際ビジネスカレッジ

福岡国土建設専門学校

福岡国際コミュニケーション専門学校
九州工科自動車専門学校
専門学校

コンピュータ教育学院

ることが多く、何度も弱気になったこともありました。そんなとき、先生たちが夢を諦めないで頑張りな

は故郷の家族の応援や学校という「第 2 の家族」の応援のおかげであると心から感謝しています。

東京国際ビジネス専門学校福岡校

日本電子専門学校進学

2017 年 4 月 「株式会社アルプスビジネスサービス」入社

私の来日した時の目標は日本の国立大学に入ることでした。その為に、私は精一杯勉強しました。自分

長崎情報ビジネス専門学校

福岡デザインコミュニケーション専門学校

留学生キャリアデザインコース修了

の母国語と違う言語を勉強し、競争するには人一倍頑張るしかありません。勉強だけでなく、生活でも困
さいと応援してくれたことに感動しました。進学先を決めるときにも、試験準備の時にも精神的に支え

熊本ＹＭＣＡ学院

2015 年 4 月

久留米ゼミナールは
「第 2 の家族」

麻生情報ビジネス専門学校

西日本アカデミー航空専門学校

2015 年 3 月

になっていただいて実に心強く感じました。まさに、家族のようだと思いました。今日の自分になれたの

MAITON CAT TUONG
マイトン・キャット・チュオン
〈ベトナム〉

2016 年 3 月
2016 年 4 月

留学生キャリアデザインコース修了
鹿児島大学進学

専門学校インターナショナル・スクールオブビジネス
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クラーク記念国際高等学校 久留米キャンパス
ペースに合わせた学びをサポート
生徒のペースに合わせた「学び」ー中学までの学力や興味関心を見極め、一人ひとりに合ったレベルを把握して授業を

行います。ボランティアを通じた人格形成ーボランティア活動を積極的に推奨し、社会性や自立の精神を養うことに特に
力を入れています。夢の実現ー胸に温め続けている夢があるはず…夢の実現へ、さまざまな選択肢を用意し全力でサポー
トします。

新しい発見。学ぶ楽しさ。仲間との大切な時間を過ごす学校生活
急がない、自分のペースで学ぶ。
自分のペースで学習を進め、質問しやすい環境を提供し、学習面の不安を解消します。
個別学習＋グループ学習
プライベートな空間を保ちつつ、他生徒とも触れ合いながら、学校生活から隔離されないよう
に指導を行い、学ぶ楽しさを体験させます。少しずつクラスの授業や雰囲気に慣れるようパソコ
ンを使った情報処理や芸術、家庭科、体育などの実技学習の授業に参加することで自分の得意分
野や新しい発見を促し、徐々にグループ学習に参加できるようになることを目指します。
ハウステンボスでの実践英会話クラス

基礎学力の定着と進学・留学を視野に入れたカリキュラムを導入
少人数だからできる授業があります。進学クラスは、10 〜 15 名のクラスなので、わかるまで何
度でも質問できる雰囲気を作っています。教員も親身になって教科指導を行います。個人レベル、

無限の可能性を引き出す教育

希望進学先に合わせた学習を行うことで「基礎学力が不安、だけど大学に行きたい」という生徒に
も対応し、法人グループの大学受験科や英語専修コースと連携し、基本の復習から受験対策さら
に AO 入試・一般推薦入試に必要な小論文の指導にも力を入れています。様々な分野の知識を習

2003 年 4 月に福岡県教育委員会から指定を受け、広域単位制・通信制高等学校「クラーク記念

得し、広い視野で教養を養います。指定校推薦の枠も地元の大学はもちろん、全国に 400 校ほどあ

国際高等学校・久留米キャンパス（技能教育施設）」として発足しました。

るのも進学にプラスとして働いています。

開校より 15 年目を迎え、教育環境も整い、卒業生の進路についても実績を重ねています。
開校当初

パソコン実習を受ける生徒たち

は、高校生活がさまざまな理由で順調にいかず、居場所を求めて転校してくる生徒が在籍者の大部分
を占めていました。
しかし、5 年程前より、中学から第一志望校として受験し、入学してくる新入生が

School Data

定員の 6 割を占めるようになってきました。
新入生の多くが、長期欠席の経験があり、生徒同士や教
員とコミュニケーションをとることが難しく、学力不足といった悩みを抱えています。
しかし、新し

設置学科・コース

くスタートした高校の環境で、自分なりに学校生活や学習に取り組もうと努力している姿が見受け
られます。
「今、何を優先すべきか。
大切なことは何か」を見失っている生徒に、明るく伸び伸びと学
び、いろんなことにチャレンジして欲しいと願っています。
それぞれの夢が達成できるように、生徒
一人ひとりの無限の可能性を引き出すために、
きめ細やかな指導を心掛けています。

クラーク記念国際高等学校
久留米キャンパス

岩田 恵美子

キャンパス長

単位制・通信制高等学校

■ 進学クラス

国公立大学・難関私立大進学のための
カリキュラム導入

これからも個性や能力にあった指導の中で生徒自身の「やる気」を育てていく教育を行い、自分の
未来を探す子どもたちのチャレンジを手助けしていきたいと考えています。

■ 普通クラス

短大・専門学校・就職のための
カリキュラム導入

卒業生の進路・就職先
私を変えてくれた、3年間

した。ちょっと人見知りだった私ですが、3年間でたくさんの友達を作

進学

かげです。久留米キャンパスに感謝です！

学（健康福祉学部）、日本経済大学、西日本短期大学、九州産業大学（商学部）、別府大学
門学校、西鉄国際ビジネスカレッジ、KCS 福岡情報専門学校、久留米高等技術専門学校、
久留米リハビリテーション学院、福岡南美容専門学校、共生館国際福祉医療カレッジ、

にも恵まれ、合格して自信をつけることができました。他にも友達と

ばにいてくれた友達と、いつも温かく見守ってくれていた先生方のお

知学院大学（文学部）、九州国際大学（経済学部）、熊本学園大学（外国語学部）、西九州大
（文学部）、日本文理大学（工学部）、九州大谷短期大学（幼児教育学科）、平岡調理製菓専

さんの人と知り合うことができました。資格・検定試験を受ける機会

的にチャレンジするようになっていました。それもこれも、いつもそ
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芸術科学大学（生命科学部）、環太平洋大学（経営学部）、久留米大学（法学部、文学部）、愛

ることができました。また、さまざまなボランティアに参加してたく

一緒にフォトコンテストを主催したり、卒業式でピアノを弾いたりす

（※過去 3 年間）

学園大学（教育学部）、活水女子大学（音楽学部）、福岡女学院大学（人間関係学部）、倉敷

2017年 卒業
進学先：中村学園大学 教育学部

クラーク高校久留米キャンパスで私は自分を変えることができま

進学・就職先

鳥取環境大学（環境学部）、東京純心大学（看護学部）、京都外語大学（外国語学部）、中村

池田 万莉奈

る機会も得られました。気づけば私はいろいろなことに自分から積極
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区分

福岡デザイン専門学校、久留米歯科衛生専門学校

留学
就職

他

カナダ、ニュージーランド、韓国
（株）クボタ、
（株）ダイハツ九州、鎌行酒店、
（有）大橋受託組合、藤田バレエ研究所、なが
はま焼肉、
（ 株）大栄電通、
（ 株）中島興業、
（ 有）フレッシュフルーツメイト、
（ 株）九州ベス
トフーズ、柳造園、ロイヤルホールディングス株式会社

他
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英語専修コース〈コンフォース〉
独自のカリキュラムとサポート体制で英語学習を成功に導きます
『英語学習者の４２％が最初の１週間で挫折する』というデータがあるように、様々な英語学習法の中から自分に合っ

たものを選び、学習を継続するのは想像以上に難しいものです。コンフォースでは、独自の英語学習カリキュラムと手厚
いサポート体制で英語学習を成功に導きます。

あらゆる英語学習のニーズに対応
指導経験豊富な「英語学習トレーナー」が目標達成まで並走
短期間で確実に英語力を伸ばす予備校ならではの指導技術をベースに、通訳トレーニングと実
践英会話を組み合わせた独自の学習法を提唱。専属の英語学習トレーナーが、受講生一人ひとり
の①レベルと②学習の目的、③ライフスタイルに応じて、約 30 の講座やトレーニング方法を組み
合わせ最適な学習プランを提示。丁寧なカウンセリングや学習サポートアプリで進捗状況をモニ
タリングしながら目標達成まで並走します。一般的な英会話から TOEIC®、英検等の各種資格試験、
ビジネス英語、医療英語などあらゆる英語学習のニーズに対応します。
日本人がつまずきやすいポイントを指摘しながら具
体的なトレーニング方法を指導します。

2020 年の大学入試改革を見据えて中高生コースを開設
2016 年秋に中高生コース・コンフォースユースを開設。
『久留米ゼミナール英語教育１２年カリ
キュラム』に基づき、英語学童保育 Rainbow Kids から大学受験まで年齢や習熟段階に合わせた 4

英語で未来を切り拓くグローバル人材の育成を目指して

技能英語教育を提供しています。
リーディングやリスニングのベーシックトレーニングに加え、ス
ピーチやプレゼン、自由英作文で表現力を身に付けることができます。
また、大学入試の英語優遇措
置を視野に、
『英検準１級取得プロジェクト』
と題し、高校３年生までの準１級合格を目標に丁寧に

グローバル化が進むこの時代において、英語は未来を切り拓く大きな武器です。英語ができれば

指導しています。

世界中に人脈を広げることが可能となり、またインターネットや海外のニュースからリアルタイム

「思考力・判断力・表現力」を”英語で培う”ことをコン
セプトに「正解のない『問い』」にオリジナルの答えを
英語でプレゼンします。

で情報を収集することができます。英語ができる事で視野が広がり、人間性や知性に磨きをかけて
いくことができるのです。2012 年の立ち上げに際して、一般的な英会話学校とは一線を画したもの
にしたいと考えました。
『単に英語を話せる人』ではなく『日本人としての誇りを持ちながら、英語を

School Data

使って諸外国の人々と対等な関係を築くことのできる人材』を育成したい。英語専修コースの根底
にあるのはこのような思いです。
コンフォースでは現在多くの受講生が忙しいなか平日夜や週末を利用して英語習得に励んでい
ます。就職や進学のために英検や TOEIC® の取得を目指す学生、海外進出を視野に入れた企業の社
員、４技能英語教育に備えて英語力の向上を目指す教員など様々です。英語のレベルや置かれた立
場は異なっても「英語で未来を切り拓きたい」という思いは同じです。
英語教育のスペシャリストとして、受講生一人ひとりの熱い思いを真摯に受け止め、目標達成ま
で全力でサポートしてまいります。
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英語専修コース・レインボーキッズ
コース長

前田 美里

英検１級インテンシヴコース

医療英語

法人英語研修

高校生が英検準１級を取得するこれからの

久留米は久留米大学病院や新古賀病院など

通学型、講師派遣型の２タイプの法人英語研修

時代、英検１級は高校や塾の英語指導者に自信

多くの総合病院を有する、言わずと知れた医療

をご提案。
独自のカリキュラムとトレーニングメ

とアドバンテージを与えます。コンフォースの

の街で、多くの医師が活躍しています。コン

ソッドで、ビジネスで本当に
「使える」
英語の習得

英検１級インテンシヴコースでは、英検１級有

フォースでは医療英語を専門とする講師が、

をめざします。
また学習状況のモニタリングと定

資格者が、自らの学習経験やこれまでの指導経

様々な診療科の医療論文の校正や国際医学会

期カウンセリングで、受講生の継続的な英語学習

験をもとに、受講生に合格までの確かな道筋を

での英語プレゼンや質疑応答の指導、診療英会

を促し、企業様の英語研修を成功に導き、グロー

示します。

話などに幅広く対応します。

バル化を全力でサポートいたします。
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英語専修コース〈英語学童保育 レインボーキッズ〉
五感で英語を身につける
経験豊富なネイティブスタッフと日本人バイリンガルスタッフによるレッスンは、五感で楽しく英語が身に付きます。

レッスン以外の時間もホームステイ感覚で外国人講師と過ごす事で、英語を楽しく自然に定着させることができます。ま

た子どもの自主性を重んじた自由な雰囲気は、自ら学び、考え、発信する力を引き出し、遊びの中で他者への思いやりや共
感する心を育てます。

学童保育＋キッズ英会話
国際感覚と言語を体得しながら成長する子どもたち
グローバル化が進展する中で小学校児童への英語教育が加速しています。レインボーキッズで
は一人ひとりの成長段階に合わせたカリキュラムとレッスンで、4 技能（読む・聞く・話す・書く）
をバランスよく学び、大学受験に留まらず、社会生活に適応するための基礎的英語力の習得を目
指します。また、英語という『言語の習得』だけでなく、子どもたちの『コミュニケーション能力』も
高めていきます。外国文化や価値観の違いなどにも着目した国際的な視点で物事を捉えることの
できる広い視野と道徳性を育みます。
学年の違う児童同士の関わりの中で英会話能力だけで
なく集団の中でのルール・役割分担も身に付けます。

多様化する社会・家庭への充実したサポート

久留米初

本格的な英語学童保育

「英語を話せるようになって欲しい。遅くまで安心して預けられる場所が欲しい…」そんな保護者のニーズに応えるため、Rainbow Kids
は英語専修コース内の児童英語教育部門として、2014 年４月にオープンしました。英語力が進学・就職のみならず、生涯所得にも大きく影
響を及ぼすと言われる時代、保護者の英語教育に対する思いはこれまで以上に高まっています。一方で、保護者世代が受けた読み書き中心

保育スタッフによるシャトルバスで各小学校までお迎え、帰りはご自宅（又は近隣）まで送り届
ける安心・安全な送迎サービスを実施。低学年のお子様も安心してご利用いただいています。英
会話レッスンに加え、学校の宿題もサポートし放課後の時間をホームステイ感覚で外国人講師と
過ごす事で、英語の習得を楽しく自然に定着させます。
最大 20 時までの延長預りも可能で、急な
残業や忙しい保護者・ご家庭にも安心してご利用いただけます。子どもたちがリラックスできる
アットホームな環境づくりを心がけています。

の英語教育とこれからの時代で求められる４技能を重視した英語教育には大きな隔たりがあり、不安を抱える保護者がほとんどです。

英語圏の子どもたちに読み書きを教えるために開発さ
れたフォニックス指導。
アルファベットごとの発音を
学び、
正しく読み書きができるように指導しています。

Rainbow Kids では生涯に役立つ使える英語の習得を目標に、子ども達の発達段階の特性に合わせた独自のカリキュラムとプロフェッショ
ナルな視点で子どもたちの英語力を養います。また英語を通じて、異文化への理解、他者への共感力、協調性を育み、広い視野と真の英語力
を兼ね備えたグローバル人材の育成を目指します。
『久留米ゼミナール英語教育１２年カリキュラム』によって Rainbow Kids から大学受験までの英語教育が繋がりました。英語専修コー
スは小・中・高・大学入試、社会人まで英語教育をトータルに提供する英語教育専門部門として、この久留米から国際社会で活躍できる人
材を輩出していくことを使命と考え尽力していきます。

School Data
保育園派遣事業

英検３級取得プロジェクト

保育施設への出張英語レッスンを提供。幼児

「小学校卒業までに英検３級取得」をスロー

教育専門の日本人バイリンガル講師と指導経

ガンに「読む・書く・聞く」技能をバランスよ

験豊富なアメリカ人講師が、乳幼児の発達段階

く向上するためのカリキュラムを、児童の成

を考慮したカリキュラムで、英語に楽しく親し

長・発達段階に応じて実践しています。

む環境を提供します。
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専門学校 共生館国際福祉医療カレッジ
資格とコミュニケーション力を育てる
医療、
福祉、
保育の仕事は、
人と触れ合う仕事であり、
人と人とのつながり、
信頼関係が大切です。
そのために必要な
「資格」
、
そし
て様々な場面で対応できる
「コミュニケーション力」
育成に重点を置いた人材育成を行っています。

地域社会に必要とされる人材へ 〜 2019 年 3 大福祉資格の学科出揃う〜
めざす資格と仕事
提携大学、短大とのダブルスクール等で、高い専門性を有した福祉、保育、医療事務等の専門職養成
の教育を行っています。
目指す資格は、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士等の国家資格、そして活か
したい仕事は、医療、精神科のソーシャルワーカー、生活相談員や保育士、児童指導員等。
授業以外で個
別指導中心に個別チューターが国家試験対策のサポートを行い、更に放課後学習、夏期・冬期セミ
ナー、
フォローアップ講座で試験対策を充実させています。

夏期・冬期セミナーでは、毎月実施してきた学内・学
外模試の結果や日頃の学習などから「弱点克服」に重
きを置いて、指導が行われます。

「職業実践専門課程」で今、必要とされる職業教育
文部科学大臣認定の
「職業実践専門課程」
の認定を受け、企業等と連携しカリキュラムの編成、演習、
実習を実施し、最新の実務知識、技術、技能を身につけて実践的な職業教育を行っています。
これによ
りまさに
「今、現場が必要とする福祉、保育、医療事務分野で求められる人材」
を育成することにより、
正職員での就職内定率 100％を目指します。

福祉理想を担う人材育成へ ー共に生きる社会のためにー

就職に向けて定期的に行われるグループミーティン
グ。現場実習の前後に今後の課題や目標などを明確に
していきます。

2019 年４月「介護福祉士」養成の新学科開設をめざして

本校は、今より 21 年前に
「来るべく 21 世紀高齢化社会に於いて、福祉理想を実践する役割を担う人

介護人材は、需給推計において２０２５年には約３８万人が不足するという厳しい数字が、厚生労働省より発表されています。本校では、介護

材育成こそ、久留米ゼミナールが大きく飛躍するためのひとつのステップである」
（1996 年 6 月「設置

職という私たちに身近な人材の育成に取り組むべく、介護福祉士養成学科の新設を計画をしています。
既に有している「社会福祉士」
「精神保健福

趣旨書」
より抜粋）
と、学校設立に際し、高齢化社会を見据えた
「福祉理想を実践する人材育成」
を掲げ、

祉士」
の受験資格の学科コースに加え、
「介護福祉士」
養成学科の設置により、
「福祉の３大国家資格」
すべてにおいて受験資格が得られることとな

新たに職業高等教育へ踏み出しました。それから今日までに 1,000 名以上の卒業生を社会に送り出し

り、
全国的にも数少ない福祉の総合専門学校となります。

てきました。
そして現在、18 歳人口が減少していく中、正規学科以外に、社会に開かれた学校であり、更に九州全

School Data

域までも本校の設立理念を広めるべく、社会人でも学べる「社会福祉士・精神保健福祉士通信学科」を
設け、福祉の仕事へのステップのきっかけ、またはキャリアアップを目指す福祉医療人の育成に努めて
きました。
更に、将来の介護人材不足を見据え、2019 年 4 月に介護福祉士の養成学科の開設をめざして、準備に
入っているところでもあります。
私たち共生館国際福祉医療カレッジは、校名である「共生」をテーマに健常者・障がい者・高齢者・
児童そして国や宗教を超え多種多様な人々が「共に生きていく社会」を中心理念として、これからも社
会に必要とされる人材育成の教育を行ってまいります。
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共生館国際福祉医療カレッジ

鮫島 重喜

校長

設置学科・コース
● 社会福祉学科（社会福祉専門課程）
社会福祉士受験コース
こども福祉コース

安定した国家試験高合格率
社会福祉士専攻科
社会福祉士 国家試験合格実績

● 社会福祉専攻科（社会福祉専門課程）
● 医療ビジネス科（商業実務専門課程）

● 社会福祉士通信学科（社会福祉士一般養成課程）

● 精神保健福祉士通信学科（精神保健福祉士短期養成課程）

70.0％
共生館合格率

全国平均
合格率 26.3％

（過去３年平均）

通信学科（社会人対象）
社会福祉士 国家試験合格実績
共生館合格率
全国平均合格率 26.3％

75.0％

フォローアップ講座
9 割以上参加者

精神保健福祉士 国家試験合格実績
共生館合格率
全国平均合格率 61.6％

91.7％
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共生館国際福祉医療カレッジ

就職先 / 卒業生メッセージ

社会福祉・保育分野の様々な現場で活躍する卒業生たち

卒業生メッセージ

仕事を知ると、未来が見えてくる。

福祉・医療業界で働く卒業生

医療福祉や保育の分野は、人との交わりを一番感じられる職業。人の数だけ想いがあり、人の数以上につながりがある。

共生館で身につけた専門知識と、人とつながるコミュニケーション力で、なくてはならない人材として活躍しています。

患者様・ご家族・医療機関の懸け橋になる
両親から福祉が向いていると言われ、これからより高度な知識 = 国家資格

が必要になると感じ「社会福祉士」と「精神保健福祉士」を目指しました。現在

は、病院で精神科ソーシャルワーカーとして勤務しています。患者様・ご家族、
地域の医療機関、施設、各事業所などとの連携・相談窓口、医療相談に携わっ
ています。

神田

亮

社会福祉士・精神保健福祉士
医療法人社団 堀川会 堀川病院（福岡県久留米市）

何より嬉しいのは、子どもたちの笑顔
おばあちゃん子だったため、
「福祉」に興味を持ちました。
「 福祉」について調

べる中で、
『社会福祉士』という職業を知り、将来的にも長く活躍できると思い

『社会福祉士』を目指しました。

就職先（過去 3 年間実績）

現在は、児童養護施設で、家庭支援専門相談員として子どもたちと親の交流の

主な就職施設：高齢者支援施設・障がい者（児）施設・幼稚園・保育園・医療機関・児童福祉施設等

社会福祉法人 希望の丘 特別養護老人ホーム 聖母園（三井郡）

社会福祉法人 久留米福祉会 ドリームハウス久留米（久留米市）

社会福祉法人 長生会（小郡市）

社会福祉法人 桜園 障害者支援施設 桜園（筑後市）

社会福祉法人 久英会 特別養護老人ホーム 若久園（八女郡）

特定非営利活動法人 福岡県総合福祉協議会（八女市）

社会福祉法人 朋寿会 特別養護老人ホーム 冨寿園（みやま市）

障がい者就労支援センター 夢工房（八女市）

社会福祉法人 やまと医正会 特別養護老人ホーム敬和苑（柳川市）

社会福祉法人 すぎのこ村（大分県日田市）

社会福祉法人 宏志会 介護老人福祉施設 きらく荘 ( 朝倉市）

学校法人 みのり学園 認定こども園 三隈幼稚園（大分県日田市）

社会福祉法人 松寿会 特別養護老人ホーム こくらの郷（北九州市）

学校法人 みのり幼稚園（大分県佐伯市）

医療法人社団 高邦会 有明デイサービスセンター（柳川市）

社会福祉法人 皆輪会 別府つくし保育園（福岡市）

医療法人 好古堂 介護老人保健施設 寿夢の郷（佐賀県鳥栖市）

社会福祉法人 時津野田福祉会 時津野田保育園（長崎県西彼杵郡）

医療法人 正慈会 グループホームゆらり館（八女市）

中町保育園（大牟田市）

学校法人 久留米ゼミナール 小規模多機能型居宅介護

医療法人 原鶴温泉病院（うきは市）

中央町つつじ苑（久留米市）

医療法人 尚和会 龍田病院（熊本県熊本市）

社会福祉法人 平成会特別養護老人ホーム 花月園（大分県日田市）

医療法人 社団関川会 関川病院（東京都荒川区）

社会福祉法人 直心会特別養護老人ホーム
（大分県中津市）

株式会社 LikeLab（久留米市）

望箭荘やまくに（大分県中津市）

土本ソーシャルワーク事務所（久留米市）

株式会社さわやか倶楽部（北九州市）

社会福祉法人 嘉穂郡社会福祉協会（嘉麻市）

介護付有料老人ホームさわやかこすもす館（久留米市）

児童養護施設 嘉麻学園（嘉麻市）

社会福祉法人 筑陽会 障害者支援施設 赤坂園（八女郡）
社会福祉法人 若楠 障害者支援施設 若木園（佐賀県鳥栖市）

35

KURUME SEMINAR 50th ANNIVERSARY

お手伝いをしています。

岩橋

美穂子

社会福祉士
社会福祉法人 嘉穂郡社会福祉協会
児童養護施設 嘉麻学園（福岡県嘉麻市）

高齢化社会で求められる、自分の役割
親が介護の仕事をしていて『社会福祉士』という資格を知り、これからの

高齢化社会の中で必要とされる資格だと思い『社会福祉士』を目指しました。
現 在 は 、病 院 で 医 療 ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー と して勤務しています。退院後の

相 談、治療に対する不安など、様々な問題に対する相談援助を行っています。

南

信嗣

社会福祉士
医療法人福岡桜十字 桜十字福岡病院（福岡県福岡市）
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つつじ苑（グループホーム・小規模多機能型居宅介護）
「やっぱ・・・家がよか〜」、その願いや想いに応えて
「住み慣れた場所で最期まで」とほとんどの方が願うと思いますが、そ

の想いにできるだけ応えて支援していこうというのが、小規模多機能型

居宅介護です。通い、訪問、宿泊のサービスで柔軟に対応し、在宅生活を支

援しています。つつじ苑では、特に訪問を数多く行い独居の皆様の自立に
力を注ぎ、多くの困難事例にも対応してきました。「つつじ苑に来てよ

かった〜」とそれまでなかったような笑顔が返ってくる、そういう瞬間に
この仕事の喜びを感じています。

地域祭りで、利用者の方と

外出や行事で、季節を肌で感じる
認知症では日時の記憶も薄れ、暦を見ただけではそれが何を意味するのか理解できない、ということも起こります。グループホームでも行事や
外出支援を頻繁に行いますが、
それは楽しむだけではなく、
身体で感じる感覚により季節感の記憶を呼び戻すことにも役立っています。

初詣

藤のお花見

夏祭りと花火大会

年末恒例餅つき会

地域との懸け橋に

「共に過ごし、学び、支えあい」を合言葉に

利用者の皆様が地域との関わりを失わないように、様々な取り組み
も行っています。行政や地域役員の皆様と行う運営推進会議を開催し、

つつじ苑は介護保険制度が始まった 2000 年にグループホーム御井つつじ苑を開所、その後久留

地域との関わりを深め、敬老会や地域のお祭りなどの行事にも参加し

米市内に 6 事業所を展開し、現在では 100 名を超える皆様が利用されており、
「共に過ごし、学び、
支えあい」を合言葉に、利用者とその家族のニーズに応え、地域との関わりを大切にした支援を行っ

子供神輿来苑

ています。

資質向上への取り組み

介護保険制度も 18 年目を迎えますが、法施行後改定が繰り返され、現在は多種多様なサービス

地域祭りにバザー参加

ます。
地域包括ケアへの大事な取り組みです。

介護の仕事は、日々職員の資質向上が求められています。
外部研修の他に、様々な知識や技術を伝達する

体系となりました。つつじ苑はその中でも地域密着型サービスで認知症介護を専門とした「グルー

ため、
毎月全員が参加する全体研修を行い、
職員の資質向上やサービスの向上に取り組んでいます。

プホーム」と、在宅での生活を 24 時間支える「小規模多機能型居宅介護」の 2 業種を行い、この 18
年間、医療関係をはじめ多くの皆様にご協力頂きながら、経験を積みあげることが出来ました。その
間家族の皆様には何度となく感謝の言葉を頂き、貴重な財産も得ることができたように思います。
また、介護職員不足、離職率が高いと言われているこの業界ですが、携わる職員も 100 名近くにな
り、離職者も少なく運営できていることを本当に有難く思います。
利用者と職員、また職員同士も縁があって出会い、それぞれの人生の一部を共有していることも
大きな意味があるように思います。それぞれの思いを受け止め、学び、より高め合えるつつじ苑を目
指しています。
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介護福祉事業本部

陣内 靖弘

総括部長

研修会風景

事業概要
■介護福祉事業本部
総括部長
事務室長

陣内 靖弘

大橋 さおり

■グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
■御井つつじ苑 : 定員 27 名
管理者

池尻 洋子

管理者

石橋 佳世

管理者

江口 顕子

■小規模多機能型居宅介護

■大園つつじ苑：登録定員２９名
管理者

西田 亮

管理者

秋吉 笑美

管理者

牟田 紀子

■国分つつじ苑 : 定員 9 名

■中央町つつじ苑：登録定員２９名

■野中つつじ苑 : 定員 18 名

■北野つつじ苑：登録定員現在９名（将来２９名）
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institution | 施設及び所在地
教育関連部門

介護福祉事業部門
≪久留米本校≫

専修学校 久留米ゼミナール

≪グループホーム≫

≪グループホーム≫

御井つつじ苑

（法人事務局・大学受験科・高校生コース・クラーク記念国際高等学校 久留米キャンパス・

国分つつじ苑

〒839-0851

〒839-0863

英語専修コース）

福岡県久留米市御井町 2011

福岡県久留米市国分町 403-3

〒830-0033

TEL / FAX：0942-45-0967

TEL / FAX：0942-22-2018

≪グループホーム≫

≪小規模多機能型居宅介護≫

〒839-0862

〒839-0862

福岡県久留米市野中町 771-1

福岡県久留米市野中町 771-1

TEL：0942-39-2700

TEL：0942-34-0539

FAX：0942-39-2702

FAX：0942-34-0582

≪小規模多機能型居宅介護≫

≪小規模多機能型居宅介護≫

〒830-0023

〒830-1102

福岡県久留米市中央町 27-4

福岡県久留米市北野町八重亀 578-1

TEL：0942-30-2880

TEL：0942-55-3970

FAX：0942-30-2881

FAX：0942-55-3310

国分学生寮

御井学生寮

福岡県久留米市天神町 2-56
TEL：0942-35-4970
FAX：0942-33-8153
東玄関

西玄関

≪久留米校 別館≫

野中つつじ苑

≪久留米校 別館≫

専修学校 久留米ゼミナール

専修学校 久留米ゼミナール

（日本語学科・留学生キャリアデザインコース）
〒830-0033

（九州医進ゼミ）
〒830-0033

福岡県久留米市天神町 2-55

福岡県久留米市天神町 3-59

TEL：0942-36-6660

大園つつじ苑

TEL：0942-35-0600

FAX：0942-35-1065

FAX：0942-33-8153

中央町つつじ苑
≪佐賀校 本館・別館≫

専修学校 久留米ゼミナール
（大学受験科・高校生コース・高卒認定コース）
〒840-0804

北野つつじ苑

佐賀県佐賀市神野東 4-2-10
TEL：0952-30-0303
FAX：0952-30-0304

本館

専門学校 共生館国際福祉医療カレッジ

英語学童保育レインボーキッズ

〒830-0033

〒830-0033

福岡県久留米市天神町 3-82-2
TEL：0942-38-0200
FAX：0942-37-2878
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学生寮部門

別館
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福岡県久留米市天神町 44
TEL：0942-27-7667
FAX：0942-33-8153

（日本語学科・共生館）

（日本語学科）

〒839-0863

〒839-0851

福岡県久留米市国分町 403-3

福岡県久留米市御井町打越 2018

TEL：0942-22-4100（内線 700）

TEL / FAX：0942-44-9520
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１号館

202 教室

生徒を迎える前の、静かな朝の教室。
1 号館が竣工した当時から、予備校生や高校生達の
様々な講義が行われてきました。
朝から夕方まで、みっちり講義が行われ、
夜は、自習室としても利用されています。
竣工から 45 年間、毎日続けられてきた日常。
机や、照明などの設備は新しくなりましたが
黒板は竣工当時のものが使われています。
近づいて見ると、小さいひび割れや、取れないチョークの跡が
何人の生徒に見つめられてきたのか ...
何人の生徒を見つめてきたのか ...
語ってはくれませんが、
その存在感が、今までの時間と物語を
静かに、語りかけてくれているようです。
ありがとう。

これからもよろしく。

学校法人 久留米ゼミナール
創立 50 周年事業案内
制

作：学校法人 久留米ゼミナール

創立 50 周年記念事業実行委員会
Copyright Kurume Seminar. All rights reserved.
2017 年 10 月
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