『学生便覧』について
『学生便覧』には、履修、各種手続き、学生生活に必要な情報等を主に記
載しています。学生生活で不明な点がある場合は、まず『学生便覧』に目を
通してみてください。
また、『学生便覧』は、入学時のみ配布しますので、卒業するまで紛失し
ないよう気をつけてください。
在学中に内容の変更が生じた場合は、
本学ホー
ムページ等でお知らせしますのでご了承ください。

学生の皆さんが、健康で有意義な学生生活を送ることを願っています。

学長メッセージ

平成 30 年 4 月

仙台青葉学院短期大学
学

長

鈴木

一樹

仙台青葉学院短期大学の新入生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。
本学教職員一同、皆さんのご入学を心より歓迎いたします。
平成21年にキャリアデザイン学科（現ビジネスキャリア学科）・看護学科の2学科でスタートした本学は、
25年度にこども学科・リハビリテーション学科、26年度に歯科衛生学科、27年度に栄養学科、そして28年度
には観光ビジネス学科が加わり計7学科を擁する総合短期大学となりました。
本学では、創立以来、「豊かな人間性を育てる教養教育」「良好な人間関係を築く対人教育」「地域社会に貢
献し得る実学教育」を建学の精神として掲げています。これらは本学が皆さんに対して行う教育の基本理念
であります。
皆さんが卒業後に社会で活躍し真の意味で地域に貢献していくためには、まず専門性が必要不可欠です。
専門性とは知識や技能の習得にとどまるものではありません。それらを実践で活用することができて初めて
専門性を身につけたことになるのです。そうした観点から本学では皆さんが主体的に専門性を習得できる充
実したカリキュラムを用意していますので、これに沿って日々の学習に励んでいただきたいと思います。
また、本学は教養教育にも力を入れております。教養は専門性の基礎となるばかりでなく、人生をより豊
かに生きるために必要なものです。学生時代に様々な価値観に触れて幅広い教養を身につけておくことは皆
さんのこれからの長い人生にとって必ずプラスになるはずです。ぜひ自身の専門分野以外のことにも広く興
味をもって豊かな教養を身につけてください。
さらに、本学で皆さんにぜひ身につけていただきたいのはコミュニケーション能力です。コミュニケーショ
ンはどんな仕事をする上でも不可欠なものであり、円滑なコミュニケーションなくして良い仕事はできませ
ん。現に、企業が学生に一番求めているのがコミュニケーション能力です。ただ、この能力はすぐに身につ
くものではありません。皆さんにはぜひ先生や友人との議論や実習、ボランティアなど様々な経験を通して
積極的にコミュニケーションを図っていただきたいと思います。
学生時代は長いようで短い非常に貴重な時間です。一日一日を大切にし、どんなことにも果敢にチャレン
ジしてください。
皆さんの学生生活が有意義なものとなることを心から願っています。
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