
■デイケアセンターさくら

■訪問リハビリさくら

■デイサービスセンターあやめ

■グループホーム すずらん・らいらっく

■グループホーム らべんだぁ・なでしこ

■認知症専門通所介護すずらん・らいらっく

■認知症専門通所介護らべんだぁ・なでしこ

■福祉有償運送サービスすみれ

■ヘルパーステーションすみれ

■グループホーム あいりす・かとれあ

■といろひろば

■のびのびといろ

■フリースクールといろ

TANAKA CLINIC
■浜中居宅介護支援センターあやめ

■厚岸居宅介護支援センターあやめ

■多機能サービスといろ

■放課後等デイサービスといろ

■さぽーとひろばといろ

医療法人社団 田中医院 〒088-1151 厚岸郡厚岸町真栄1丁目82番地
TEL 0153-52-7155　FAX 0153-52-7156

HOKKAIDO

釧路市昭和中央2丁目7番3号  ☎0154-51-3195
こども環境科・介護環境科
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フレンド修学資金

本法人ではこども環境科の学生を対象と
した修学資金貸付制度を新設しました。
2年間の学校納入金(約172万円)を貸
付する制度で、本法人の幼稚園(フレンド
ようちえん)に3年以上継続して勤務した
場合は、返済免除となり、幼稚園教諭へ
の道を応援します。

NEW

6 26土
7 30金

くしろせんもん学校Twitter Instagram LINE

オープン キャンパス

無条件に

愛する教育

Love
&Peace

思考から
行動へ…

AO説明会開催します！

　３年半の休眠期間を経て、ＳｅｎＳｅｎマガジンが特別号で復活しました！2021年は新しい時代のスタートです。2020年
のコロナ禍を経て、人とのコミュニケーション、毎日の生活スタイルを含め人生そのものが大きく変化していく2021年。私
たちは今、“本当に大切なものとは何か”そして“いかに生きるべきか”を自問自答しています。1970年の開校から５０周年
が経ち、時代が変わっても、変わらない想いを込めた「本校の教育理念や教育方針ビジョン」をもっと多くの方に、もっと良く
知ってもらいたいとの願いを込め、このニュースマガジンをお届けします。

教育理念 自然と人間を愛する教育（無条件の受容）解読版
ありのままの自分で輝けるくしろせんもん学校

特 集

系列のフレンドようち
えんで、早期から実践
力を身につけることが
できる学校

何かあった時や悩ん
だ時は、何でも聞いて
くれる学校

専門的な授業が多く、
専門職的にも、人間的
にも成長できる学校

多世代交流ができ、
さまざまな人の考え
方を学べる学校

障がい者事業所

おんべつ憩いの郷

先生方がいつも気に
かけてくれて、安心し
て通える学校

姉３人も卒業生
弟もこの春
入学予定 姉も卒業生

今まで出逢えなかった
自分に出逢える学校

ありのままの
自分で輝ける場

コロナ禍を乗り越え、この春卒業した２年生から学校の魅力発信

フレンド
ようちえん

認定こども園
よしの

釧路町
発達支援センター

豊頃町立茂岩
保育所

釧路市 総合職
（保育士・幼稚園教諭）

特別養護老人ホーム

ほくろう福祉協会
（札幌）

特別養護老人ホーム

釧路創生会

特別養護老人ホーム

砂川福祉会
福寿圓

授業内容がとても良
く、理論を深く説明し
てもらえるため、納得
して学んでいける

特別養護老人ホーム

孝仁会
きんれんかの里
直接仕事につな
がる専門的知識・
技術が身につく

卒業 就職＆

おめでとう！
くしろせんもん学校は、
2010年から１１年連続
公立保育所（公務員）に
複数名の就職を果たし
ています。

くしろせんもん学校って 学校？どんな

１０：４0～１２：００（予定）
※新型コロナウィルス感染状況により、開催日が変更となる
場合があります。学校ホームページでご確認ください。

児童養護施設
北光学園（遠軽町） 根室市 保育士

認定こども園
釧路白樺幼稚園

幼稚園の先生への道を応援!

先生方が一人ひとりの学
生に、親身になって寄り
添ってくれる学校

プロフェッショナルな
講師陣の協力・サポート
が手厚い学校

専門的な授業が
充実しているところ

資格がたくさん取れて、
専門科目を納得して
しっかりと深く学べる

先生との距離が近く、
何でも相談でき、話し
たら理解しわかってく
れる安心感がある

清里やまと幼稚園

ふとした偶然をきっかけに
幸運をつかみとる
幸せを見つける能力

セレンディピティ



検索釧路　イーストガーデン

G イーストガーデンE 釧路学生会館

マンションタイプのワンルーム
〒085-0053 釧路市豊川町13番1号
TEL.0154-24-6544　 FAX.0154-24-4474

食事
朝・夕の
２食付

家具
家電付

全部屋
ＵＴバス付

部屋 設備

医療法人社団 東綸会

さい内科クリニック
さい内科
クリニック

院長  崔 公賢

●月・火・水・金
　午前 8：45～12：00
　午後 1：45～17：30
●木・土
　午前8：45～12：00
●休診日/日・祝日

受
付
時
間
釧路市昭和中央3丁目21番11号

☎(0154)53-5071 駐車場あります

イオン釧路昭和
ショッピング
センター●

●タカラ釧路
　ショールーム

釧路信金
●

ドコモ
ショップ●

しまむら●

雄鉄線通

書籍・雑誌
教育図書・図書館用品

〒085-057
釧路市愛国西1丁目19番10号

TEL (0154)36-3688
FAX (0154)37-5816

ミロ 　 ミロババ

釧路信用金庫
昭和支店

釧路市昭和中央3-3-35
TEL(0154)55-4128

この地域を愛し豊かな
未来を創造します。

愛国自動車学校釧路方面公安委員会指定
［技能試験 免除］

釧路市愛国東1丁目29-14 TEL 0154-36-1281

免許を
とるなら愛自で！ ・複写機

・パーソナルコンピューター
・ファクシミリ
・オフィス家具
・事務用品
・OA関連商品
・印刷機

シー・アイ・アール
曽我株式会社

〒085-0034  釧路市白金町7番11号
TEL0154-23-3321㈹ 
FAX 0154-23-3323

SenSen
マガジン

ほいくとかいごの

イラスト／

学院・学園
幸せいきいきビジョン

学生
幸せいきいきビジョン

Message

 「ひと」って素晴らしいんだと感じる
心を育てよう。
人間が本来から持っている個性や可
能性を発見・実感できる教育環境を
創造しよう。

   「誰かに必要とされる仕事って素晴
らしい」と感じる心を育てよう。
自らの力で、やりがいのある仕事を見
つけ、必要とされる力と、継続できる
「心」を育てよう。

私たちの学校が目指す教育ビジョン
幸せいきいきビジョン

みんなが幸せでイキイキとしている
学校になろう!

本校の教育理念は
「自然と人間を愛する教育」です。
　本校は一人ひとりの学生に丁寧に向き合い、

その人らしく輝くための教育を実践しています。

この理念の中には、人としてのその人を自然のまま、

ありのまま受容するという想いも込めています。

釧路の地の大自然からの学びと、ありのままの自然体で輝く人へ

～この教育理念に込められた願いは、コロナ禍の今だからこそ、

私たちの心の中に沁みてきます。

無条件の受容

私たちが追い求める幸せとは
～幸せは心の有り様。
～幸せとは感じること・満足すること。

セレンディピティを身につけよう
～ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみとる。
～幸せを見つける能力。

コロナ禍の今こそ、
青く輝く地球に存在する私たちの学校から、
愛を込めて“幸せに生きるいきいきビジョン”と

セレンディピティを発信し続けます。

　教育方針の一つである「一人ひとりの可能性を引き出
すことを目的とした教育」
その人の持つ可能性は無限大です。何事も最初からでき
る人はいません。最初の一歩を踏み出す勇気と、同じ夢
を持つ仲間との共感や応援は、きっとあなたの力になる
はず。諦めずに頑張り続けることで、未知なる可能性が
拓かれて、新しい未来の自分につながっていくのです。


