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あおがく通信第26号は、平成30年4月に入学した新入生特集です。
入学から2ヶ月が経ち、学校生活にもすっかり慣れてきたようです
☆そこで「学校生活の感想」と「今後の意気込み」をインタビュー！
フレッシュな新入生の“声”をお届けいたします。

若狭医療福祉専門学校 新入生 紹介
理学療法科

壽田 亮平 さん
（若狭東高校出身）
感想： 入学して約1ヶ月が経
ちました。専門的な勉強だけで
なくボート実習授業も含め、他
のクラスメイトとの交流がありま
した。非常に内容の濃い学校生
活と感じています。勉強では難
しい内容もありますが、毎日楽
しんでいます。
今後の意気込み： これからもや
らなければならない事をしっかり
怠る事なく学校生活を送ってい
きたいと思います。

山本 千春 さん
（敦賀高校出身）
感想：慣れないことばかりで不安
でしたが、学びたい事を学べるこ
とが出来ると思うと、とてもわくわ
くした気持ちになります。授業で
分からないところは、クラスの仲
間と助け合う楽しい学校生活を
送っています。
今後の意気込み： 日々の努力を
怠らず、学べることに感謝し、理
学療法士になる夢に向かって頑
張ります。将来に向けて様々なこ
とに挑戦していきたいです。

医療保育科

北野 竜也 さん
（丹生高校出身）

感想：高校の時とは異なる知識 感想：クラスの人はもちろん、他
を習得することに苦労していま の科の人達とも仲良く話ができる
す。クラスメイトと仲良くなり、お ようになりました。授業ではレポｰ
互いに教え合うので楽しく学習 ト課題をきっちり提出日を守り頑
しています。クラス全員で楽しく、 張ります。
今後の意気込み：保育実習では、
学んでいきたいと思います。
今後の意気込み：クラス全員が しっかり子供の成長が感じ取れる
国家試験に合格できるよう、助 ように頑張っていきたいです。将
け合いながら勉強を頑張ってい 来の事を考え、現在
きたいです。学校行事にも全力 をしっかり見据えて
で取組んでいきたいと思います。 明るく元気な保育士
を目指していきます。

介護福祉科

井村 颯さん
（敦賀気比高校出身）
感想：私は介護福祉士を目指し、
勉強をする環境が揃っていて、
自分にはとても合っていたため
入学しました。初めて教室に入っ
た時は、ベトナムからの留学生が
多く、慣れるかな？と思いました
が、入学してからは、みんなと仲
良くなり、和気あいあいと勉強や
実技練習等をしています。
今後の意気込み：入学して1ヶ月
がたち少し慣れてきました。最近、
実技の授業が増えてきて
大変ですが、自分なりに一生懸
命頑張っていきたいと思います。

ファム ｳﾞｱン トゥイ さん
(ベトナム人留学生)
感想：私は介護福祉士の勉強を
しています。とても難しいですが
頑張っていきます。クラスの日本
人学生とも、良く話をしています。
今後の意気込み：入学して1ヶ月
がたち、少し慣れました。日本語
が少しでも上手になれるよう頑張
りたいです。日本人とたくさん話し
て友達になりたいです。

髙木 啓輔 さん
(美方高校出身)

医療秘書科

グエン ヴォン バオ さん
（ベトナム人留学生）
感想：私は介護福祉士を目指し、
勉強する環境が整っているこの
学校に入学しました。初めて日本
人にあった時、あまり自信がなく、
一緒に勉強することが難しいと思
いました。しかし、入学して1ヶ月
が経ち、今は仲良く勉強や実技
の授業を受けています。
今後の意気込み：入学して少し
慣れてきた自分たちは、勉強や
遊び・色んなことを一緒に頑張っ
ています。みんなは付き合いや
すくお互いが助け合っています。

嶋田 瀬名 さん
（敦賀高校出身）
感想： 入学してから学校生活は、
信じられないくらい早く時間が過ぎ
ました。入学後1ヶ月間のスーツ着
用の登校には驚きましたが、徐々
に慣れていきました。これからは
スーツを着る機会が増えると思う
ので、スーツに慣れる良い機会と
なりました！
今後の意気込み： わからないとこ
ろの疑問はすぐに解決し、わかる
まで勉強をしていきたいです。資
格取得に向けて頑張っていきたい
です。

青池調理師専門学校
調理師科 専門課程

紹介

調理師科 高等課程

一野 真愛 さん
（京都暁星高校出身）

渡邉 拓海 さん
（若狭高校<定時制>出身）

感想：家から離れて生活し、
慣れない環境の中での一人暮
らし。勉強も覚える事がたく
さんあり大変ですが、いろん
な人と関わりあいながらこの
生活に早く慣れて沢山のこと
を吸収して、今後の人生に役
立てたいと思います。
今後の意気込み：調理師免許
取得のために一日一日を大切
にして、自分のやりたいこと
に目標を定め、この学校で学
ぶ調理の技術や知識を得たい
と思います。1年間という短い
中で一生懸命日々努力し頑張
りたいです。

感想：入学して初めての研修
で理事長先生や諸先生の講話
を聞き、青池学園の学生とし
ての過ごし方などを学びまし
た。また、学校のルールなど
いろいろと教えていただいた
中で、基本的なことをしっか
りとすることの意義を学べま
した。
今後の意気込み：この1年間
で、調理師の資格を取るため
に必要な知識を授業で学んで
いきたいと思います。調理実
習では基本をしっかりと学び
技術を自分のものに出来るよ
うに頑張ります。

青池学園

新入生

西田 陽彩 さん
（洛北中学校出身）
感想：最初は静かなクラスで
したが、授業などでコミュニ
ケーションをとる度に仲良く
なっていき、入学して1ヶ月
たった今ではもうみんなと話
せるようになりました。好き
な調理の勉強ができてとても
幸せです。この学校に行かせ
てくれた親や中学の先生に感
謝を忘れずがんばっていきた
いです。
今後の意気込み：卒業したら、
調理師免許とパティシエの免
許を取り、地元の京都で社会
に貢献したいと思っています。
この3年間はつらい事もいっ
ぱいあるだろうけど、友達と
がんばって充実した
3年間を学校のみん
なと過ごしていきた
いです。

米田 瑠華 さん
（安曇川中学校出身）
感想：入学して、最初はうま
くやっていけるか？ちゃんと
ついていけるかな？と思って
いました。でも入学してクラ
スの人達とも仲良くなり、先
輩達もやさしくとても楽しい
学校生活を送れるような気が
しました。通常の授業と調理
の授業2つ勉強は、将来とても
役に立つと思うので、一生懸
命努力して取り組みたいと思
います。
今後の意気込み：私の目標は2
つあります。1つ目は苦手な教
科でも目をそむけずに頑張る
ことです。2つ目は何事にも失
敗を恐れずにチャレンジする
ことです。失敗から学べるこ
とはあるので、色々と挑戦し
て将来に向けて頑張りたいで
す。

体験入学日程

若狭医療福祉専門学校

青池調理師専門学校

６月１６日（土） ７月 ７日（土）
７月２５日（土） ８月 ７日（火）

６月 ９日（土) 13：00 ～
７月 ７日（土） 10：00 ～
８月２５日（土） 10：00 ～

いずれも 14：00 ～

※ 夜の部の体験入学は９月から

体験入学スペシャルイベント
スイーツバイキング ６月

９日(土) 13：00 ～ 16：00（青池調理師専門学校）

ランチバイキング

７月

７日(土) 10：00 ～ 14：00（青池調理師専門学校）

授業体験会

８月２５日(土) 13：00 ～ 15：30（若狭医療福祉専門学校）

＜編集後記＞
あおがく通信第26号はいかがでしたでしょうか？入学して約2ヵ月、皆さんそれぞれの学校・学科で楽しい
学校生活が送れているようですね (^o^)V
また、資格取得に向けての前向きな意気込みが感じられて頼もしい限りです。
新入生の皆さん！それぞれの目標に向かって頑張ってください！！
あおがく通信は、今年度も年4回の発刊を計画しております。皆さん、楽しみに待っていてくださいね♪
（わかさ広報隊） .

