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厚生労働大臣指定 社会福祉士・介護福祉士・保育士養成施設 

国際こども・福祉カレッジ 
 
１．名 称 

   学校法人 国際総合学園  国際こども・福祉カレッジ 

 

２．学校所在地 

  （１）スクエア校舎              

      〒951-8063 新潟市中央区古町通７－９３５ 

         TEL ０２５－２２９－６６００ 

         FAX ０２５－２２９－６５６５ 

  （２）１号館 

      〒951-8063 新潟市中央区古町通２－５４７ 

         TEL ０２５－２２９－６５５５ 

         FAX ０２５－２２９－６５６１    

  （３）２号館 

      〒951-8063 新潟市中央区古町通２－５４１ 

         TEL ０２５－２２２－８６７０ 

         FAX ０２５－２２２－８６７５  

 

３．沿革 
平成５年１２月 新潟県知事認可  
平成６年 ４月 旧西堀校舎にて「国際福祉医療カレッジ」開校 介護福祉学科２年制（介護福祉士）  

平成７年 ４月 保育福祉学科３年制（保育士、幼稚園教諭）新設※豊岡短期大学と学務併修  

平成７年１２月 古町１号館校舎完成  
平成１０年８月 古町２号館校舎完成  
平成１５年４月 創立１０年目を迎える  

 平成１８年４月 総合福祉学科３年制新設※日本福祉大学通信教育部併修  
         福祉心理学科４年制新設※日本福祉大学通信教育部併修  
         こども福祉学科（保育士）２年制新設  
         保育福祉学科をこども福祉教育学科に名称変更  
 平成２０年 4 月 創立１５年目を迎える  
 平成２１年４月 こども未来教育学科４年制（保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭）新設※姫路大学教育連携  

平成２２年４月 「国際こども・福祉カレッジ」に校名変更  
平成２３年４月 こども福祉学科をこども保育学科に名称変更  

※豊岡短期大学通信教育部教育連携コース設置（保育・幼稚園教諭コース）  

       介護福祉こども学科３年制新設※豊岡短期大学通信教育部教育連携  
 平成２４年４月 福祉コミュニケーション学科２年制新設  

平成２５年４月 創立２０年目を迎える  
 平成２９年４月 医療福祉マネジメント学科２年制新設             

現在に至る  
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愛情 
 
 

 

感謝 

 

協調 

４．設置学科  
介護福祉学科   ２年制  （厚生労働大臣指定養成施設） 

   

社会福祉学科   １年制     （厚生労働大臣指定養成施設） 

 

  総合福祉学科   ３年制   （日本福祉大学福祉経営学部 

医療・福祉マネジメント学科（通信教育）併修） 

  福祉心理学科   ４年制 

 

こども福祉教育学科 ３年制  （豊岡短期大学通信教育部併修） 

 

こども保育学科   ２年制  （厚生労働大臣指定養成施設） 

保育士コース/保育士・幼稚園教諭コース （豊岡短期大学通信教育部併修） 

   

こども未来教育学科 ４年制  （豊岡短期大学通信教育部併修） 

                 （姫路大学通信教育課程併修） 

介護福祉こども学科 ３年制  （厚生労働大臣指定養成施設） 

（豊岡短期大学通信教育部併修） 

 

 福祉コミュニケーション学科 ２年制 

 

  医療福祉マネジメント学科 ２年制 （日本福祉大学福祉経営学部 

  医療・福祉マネジメント学科（通信教育）併修） 

 

 

５．学科概要 

  P．５～をご覧下さい。 

 

６．設置者 

  学校法人 国際総合学園（ＮＳＧカレッジリーグ） 

   理事長 池田 弘 

   学校長 堀井 愛子  

 

７．校訓 
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８．学校運営理念 
本校は少子高齢社会を迎えた日本に、「まごころ」が通い合う、やさしく・安心できる地域社会

の構築を目指し、『愛情・感謝・協調』を学校の校訓として、「福祉の理念」を兼ね備えたこども

教育と福祉の人財を養成する教育機関である。その責任において、常に変化する社会情勢の中で

求められる専門知識・技術を修得し時代をリードできる人財、また、豊かな人間性を持った人財

の育成を目指し、新潟から全国、更には国際社会において活躍できる「こども教育と福祉のスペ

シャリスト」を輩出する。  
 

９．学校運営方針 
【専門知識・技術の修得】   

一般常識、知識を基礎とし、専門職者としてプライドのある仕事ができる、社会人として責

任を持って仕事ができる、常に業界の最先端を意識した人財の育成を行う。そのために学習環

境の整備に努め、教職員（非常勤を含む）自身が常に学ぶ姿勢を持ち自己研鑽に努め、授業実

施・指導を行なっていく。  
 

【豊かな人間性の向上・まごころの育成】 
基本的な挨拶やマナー、思いやり、協調性、向上心、前に進もうとする力、そして希望する

専門職への適性を日々の学校生活から身に付けることができる。そのために教職員が、学生一

人一人の個性を理解し、学生と向き合った支援と指導を行なっていく。また、保護者の協力体

制のもと、学生、教職員共に学校運営理念を理解し、日々・半期・年間の目標達成に向け努力

し、達成する喜び及び挑戦し続ける意欲を共有する。 
【地域に密着する学校・世界に通用する学校づくりを目指す】   

積極的な地域福祉活動に参加することで、郷土愛を持ち地域の活性化に貢献できる人財の育

成を目指す。また、世界に通用する専門職者を育成するため、国際交流や教育連携を積極的に

推進し、存在感ある学校づくりを目指す。また、福祉・こども教育の未来を見据えたアンテナ

を張り、常に時代をリードする教育内容を提供する。 
 

１０.常勤教職員数 

   常勤教員数 ２５名   常勤職員数 ９名 

 

１１．非常勤教員  ８０名 

（１） 大学・短大教授・准教授・講師 
           新潟大学・新潟県立大学・新潟青陵大学・新潟医療福祉大学等  
（２） 現役医師・弁護士・理学療法士・看護師・栄養士・保健師・手話通訳士等  
（３） 校長、施設長、園長経験者等  

 
 
 
 
 
 

事務局業務のご案内  
＜主な仕事＞  

○文書の発行と整理保管 ○学校公費予算の経理 ○調査・統計等  

＜具体的な仕事＞  

*在学証明書や成績証明書・学割の発行  

*学費納入のご案内・ご相談等（※学費サポートセンター TEL０８００－１７０－１０１０）  

*施設や設備の管理・修理  *受付・電話取次ぎ業務  
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平成２９年度 学科別使用校舎 および 教職員 
          学校長（堀井 愛子）  副校長（星野 徹）  

スクエア  
校舎  

  
教務部部長／就職部部長 （山田 裕美）    

 教務部次長／就職相談室長 （荒井 和美）  
こども保育学科 学科長 （岡田 恵）  
こども福祉教育学科・こども未来教育学科 学科長（鈴木 和子）  
福祉コミュニケーション学科 学科長 （藤田 ゆかり）  

  
 

こども福祉教育学科・こども未来教育学科１年  （栗田 司）  
こども福祉教育学科・こども未来教育学科２年  （坂井 摂子）  

 こども福祉教育学科・こども未来教育学科３年  （小柳津 渉）  
 こども保育学科１年  （１組：橋本 麻里  ２組：岡田 恵）  
 こども保育学科２年  （１組：稲垣 孝  ２組：平野 雅子）  

こども未来教育学科４年  （鈴木 和子）  
 
福祉コミュニケーション学科２年 （藤田 ゆかり）  
 
教務事務・就職担当 （熊谷 有央）  

  
 事務局 （岩田 綾音・小林 夏生・山倉 梓・丸山 和美）  
 
 

１号館  

  
教務部部長（富里 謙一）  
教務部次長／介護福祉学科・介護福祉こども学科 学科長（坂上 美由紀）  
 
介護福祉学科１年 （渡辺 義之）  
介護福祉学科２年 （本間 なつみ）  
介護福祉こども学科１年 （山田 沙耶香）  
介護福祉こども学科２年 （坂井 義道）  
介護福祉こども学科３年 （宗村 操）  

 
 就職担当 （渡辺 義之）  
 
 介護福祉士実務者研修 （乗松 京枝）  
 

事務局 （樋口 康夫・矢部 美由紀）  
 
 

２号館  

 
総合福祉学科・福祉心理学科 学科長（近藤 倫代）  
社会福祉学科・医療福祉マネジメント学科 学科長（田邊 勝雄）  

 
社会福祉学科 （田邊 勝雄）  

 医療福祉マネジメント学科１年 （工藤 大地）  
 福祉心理学科１年  （工藤 大地）  

総合福祉学科・福祉心理学科２年  （近藤 倫代）  
 総合福祉学科・福祉心理学科３年  （笠原 悦子）  

福祉心理学科４年  （廣川 真之輔）  
 

教務事務 （浅妻 美紀）  
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◇ 学 科 概 要 ◇            
○介護福祉学科（２年制） 文部科学省認定 職業実践専門課程 

本学科は、厚生労働大臣指定の介護福祉士の養成を行い、卒業時に国家資格である介護 
福祉士の受験資格を取得します。授業、実習を通して知識と技術を身につけ、相手の立場に立っ

た介護サービスを提供できる介護福祉士を目指します。卒業後は介護保険施設、障害者施設等で

の就職を目指します。（※在学中に介護福祉士国家試験を受験） 

 
  〔取得可能資格〕 

介護福祉士受験資格（厚生労働省） 
レクリエーション・インストラクター 
障害者スポーツ指導員（初級） 

 
 
 
○社会福祉学科（１年制）・・・1 年間の全日制にて社会福祉士の受験資格を取得  

             （※在学中に国家試験を受験）  
本学科は厚生労働大臣指定の社会福祉士の養成を行い、卒業時に専門職としての知識と 

技術を習得し、国家資格である社会福祉士の受験資格を取得します。在学中に、社会福祉 
士国家試験を受験するために、合格を目指す授業展開を行います。今までの国家試験合格 
の実績を生かし、毎年高い合格率となっています。  

 
   〔取得可能資格〕  

 
 社会福祉士受験資格（厚生労働省）  
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○総合福祉学科（３年制）文部科学省認定 職業実践専門課程 
○福祉心理学科（４年制）文部科学省認定 職業実践専門課程  
   少子高齢社会、貧困問題、環境問題など誰もが真剣に考えなければならない多くの社会問題

に直面している今、総合的理解と専門性、実践能力をもつ社会福祉士（国家資格）の活躍の場

は多方面に広がってきています。 
「すべての人のしあわせ」のための福祉社会の実現が求められている時代に貢献できるよう、

日本福祉大学通信教育部 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科との併修により、福祉・

医療・教育・コミュニティなど様々な領域で福祉のチカラを発揮できる人材を育成します。  
（※福祉心理学科は在学中に社会福祉士・精神保健福祉士国家試験を受験） 

 
  〔取得可能資格〕 

 
＜総合福祉学科（３年制）＞  
  

社会福祉士受験資格（厚生労働省）（卒業後実務経験 1 年） 
介護福祉士実務者研修【希望制】、保育士国家試験受験【希望制】 

  福祉住環境コーディネーター 
  Word・Excel 検定 ほか  
 

○日本福祉大学卒業により取得できる資格 
      学士（福祉経営学）  
      社会福祉士受験資格（厚生労働省）（実務経験不要） 
      社会福祉主事任用資格  
 
＜福祉心理学科（４年制）＞  
 
 社会福祉士受験資格（厚生労働省） 
 精神保健福祉士受験資格（厚生労働省）【選択制】  
 介護福祉士実務者研修【希望制】、保育士国家試験受験【希望制】 

福祉住環境コーディネーター  
  Word・Excel 検定  ほか  
 

○日本福祉大学卒業により取得できる資格 
      学士（福祉経営学）  
      社会福祉士受験資格（厚生労働省） 
    社会福祉主事任用資格  
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○こども福祉教育学科（３年制）文部科学省認定 職業実践専門課程  
本学科は、福祉分野も含めた幅広い視野を持ち、こどもを主体とした保育・教育実践を展開でき

る豊かな心と技能を備えた専門職者を目指します。豊岡短期大学通信教育部・こども学科のカリキ

ュラムを同時に学習することにより、保育士資格及び幼稚園教諭 2 種免許状並びに社会福祉主事任

用資格を取得し、乳幼児保育・教育の現場で活躍する人材を育成します。  
 

〔取得可能資格〕 
 
保育士資格・幼稚園教諭 2 種免許状（厚生労働省・文部科学省） 
社会福祉主事任用資格 

 
 
 
○こども保育学科（２年制）文部科学省認定 職業実践専門課程 

本学科は、次世代育成支援、こどもの発達保障の観点から多様な保育サービスの充実に向けて新

しい保育感覚を備えた、優れた保育士の育成を目的としています。2 年間の短期間での「保育士資

格」取得希望者のニーズに応える厚生労働大臣指定保育士養成学科です。また、コース選択および

科目の履修により、幼稚園教諭２種免許状（豊岡短期大学通信教育部・こども学科と教育連携によ

り）および児童健全育成推進財団の児童厚生二級指導員資格の取得も可能です。 
 
〔取得可能資格〕 

 
保育士資格・※幼稚園教諭 2 種免許状（厚生労働省・文部科学省） 
※社会福祉主事任用資格  
※児童厚生二級指導員（児童健全育成推進財団）  
※認定病児保育スペシャリスト（日本病児保育協会） 

※コース・専攻選択によって取得できます。 
 おもちゃインストラクター（日本グッド・トイ委員会） 
 

 
○こども未来教育学科（４年制）文部科学省認定 職業実践専門課程  
 

本学科では、保育所や幼稚園での教育・経験が小学校の学習につながるように、幼児期から児童

期へのこどもの育ちおよびこどもの本質を理解しながら、療育的活動や看護的活動を含めたケアの

精神と技術を兼ね備えた専門職者を目指します。豊岡短期大学通信教育部・こども学科および姫路

大学教育学部・こども未来学科通信教育課程のカリキュラムを同時に学習することにより、保育士

資格、幼稚園教諭１種免許状、小学校教諭 1 種免許状、養護教諭 1 種免許状並びに社会福祉主事任

用資格を取得し、乳幼児保育・教育の現場で幅広く活躍する人材を育成します。 
 

〔取得可能資格〕 

保育士資格・幼稚園教諭１種免許状（厚生労働省・文部科学省） 
小学校教諭 1 種免許状・養護教諭 1 種免許状（文部科学省） 
社会福祉主事任用資格 
児童指導員任用資格 
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○介護福祉こども学科（３年制）文部科学省認定 職業実践専門課程  
本学科は、厚生労働大臣指定の介護福祉士の養成を行い、卒業時に国家資格である介護 

福祉士の受験資格を取得し、介護老人福祉施設及び介護老人保健施設・身体障害者福祉施設等で

の介護業務並びに訪問介護員として活躍する人材育成をします。 

 また、豊岡短期大学との教育連携により、社会福祉主事任用資格、幼稚園教諭 2 種免許状（希

望制）、保育士（希望制）の取得を目指します。 

（※在学中に介護福祉士国家試験を受験） 

 
  〔取得可能資格〕 

介護福祉士受験資格（厚生労働省） 
社会福祉主事任用資格 
幼稚園教諭 2 種免許状（文部科学省） 
保育士資格（厚生労働省）  
レクリエーション・インストラクター 
障害者スポーツ指導員（初級） 

 
○福祉コミュニケーション学科（２年制） 

本学科は、人に関わる仕事、保育・介護の仕事に就くための社会性やコミュニケーション力を

身につけることを目標としています。1 年次に人間関係に関する知識・技術、保育・介護の知識・

技術の基礎を学び、2 年次には選択制により、介護福祉士初任者研修修了資格、チャイルドマイ

ンダーの資格取得を目指した学習を行います。  
 

〔取得可能資格〕 

介護福祉士初任者研修修了資格・チャイルドマインダー 
※科目選択によって取得できます。 

 
○医療福祉マネジメント学科（２年制） 

本学科は、日本福祉大学通信教育部 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科との併修に

より、卒業時に国家試験である社会福祉士の受験資格を取得します。在学中に国家試験の合格に

向けた授業展開を行うとともに、専門職としての知識、技術を習得し、福祉に関わる様々な領域

で活躍できる人材の育成を目指します。 
（※在学中に社会福祉士国家試験を受験） 

  〔取得可能資格〕 

社会福祉士受験資格（厚生労働省） 
〇日本福祉大学卒業により取得できる資格 

  学士（福祉経営学）  
  社会福祉士受験資格（厚生労働省） 
  社会福祉主事任用資格  

 


