
●北海道
クラーク記念国際  札幌新陽  札幌創成  
札幌手稲  滝川西  千歳  北海  北海学園札幌  

●青森県
青森北  黒石商業  七戸  野辺地  八戸商業  
弘前実業  三沢  三沢商業

●岩手県
岩谷堂  北上翔南  専修大学北上  水沢

●宮城県
飛鳥未来きずな  泉松陵  農業

●秋田県
秋田北鷹  秋田中央  秋田和洋女子  
市立秋田商業  能代北  花輪  平成  矢島
  
●山形県
市立酒田中央  新庄北  新庄東  日本大学山形

●福島県
あさか開成  安達  いわき光洋  喜多方  光南  
郡山萌世  桜の聖母学院  尚志  相馬  平商業  
原町  ひびき  福島北  福島西  本宮  湯本

●茨城県
伊奈  鹿島学園  下妻第二  翔洋学園  多賀  
竹園  つくば秀英  土浦湖北  土浦第二  
東洋大学附属牛久  取手松陽  取手第一  
取手第二  那珂  日立商業  水海道第二  
水戸葵陵  緑岡  明秀学園日立  守谷  
ルネサンス（茨城本校）

●栃木県
足利女子  宇都宮短期大学附属  大田原女子  
小山城南  鹿沼  烏山  さくら清修  佐野松陽  
日々輝学園

●群馬県
学芸館  関東学園大学附属  共愛学園  
市立太田  市立商業  高崎商科大学附属  吉井

●埼玉県
秋草学園  上尾鷹の台  上尾橘  上尾南  朝霞  
朝霞西  大宮武蔵野  いずみ  伊奈学園総合  
入間  入間向陽  岩槻  岩槻北陵  岩槻商業  
浦和学院  浦和北  浦和実業学園  浦和商業  
浦和西  浦和東  浦和麗明  叡明  大井  
大川学園  市立大宮北  大宮光陵  大宮商業  
大宮中央  大宮東  大宮南  小川  上尾  桶川  
桶川西  春日部共栄  春日部女子  川口  川口北  
川口市立  川口青陵  川口東  川越工業  
川越総合  川越西  川越初雁  川越南  北本  
久喜  久喜北陽  熊谷商業  熊谷西  
慶應義塾志木  鴻巣  鴻巣女子  国際学院  
越谷総合技術  越谷西  越ヶ谷  越谷東  越谷南  
児玉  埼玉栄  埼玉平成  坂戸  坂戸西  
狭山経済  幸手桜  幸手商業  狭山ヶ丘  
狭山清陵  狭山緑陽  志木  自由の森学園  秀明  
庄和  白岡  市立川口  市立川越  市立県陽  
進修館  杉戸  西武台  聖望学園  誠和福祉  
草加  草加西  草加東  草加南  第一学院  秩父  
秩父農工科学  国立筑波大学附属坂戸  
鶴ヶ島清風  東邦音楽大学附属東邦第二  
所沢北  所沢商業  所沢  所沢中央  所沢西  
戸田翔陽  豊岡  滑川総合  南稜  新座  
新座総合技術  新座柳瀬  蓮田松韻  鳩ヶ谷  
花咲徳栄  羽生第一  飯能  飯能南  東野  日高  
深谷  深谷商業  深谷第一  ふじみ野  富士見  
不動岡  星野  細田学園  本庄  本庄第一  松伏  
松山女子  三郷  三郷北  三郷工業技術  皆野  
宮代  八潮  八潮南  山村学園  山村国際  与野  

寄居城北  和光国際  鷲宮

●千葉県
あずさ第一  我孫子  我孫子二階堂  市川北  
市川昴  市川東  市川南  市原  市原八幡  
市立銚子  印旛明誠  植草学園大学附属  浦安  
桜林  柏井  柏中央  柏の葉  柏南  鎌ヶ谷西  
行徳  敬愛学園  京葉  検見川  佐倉東  佐倉南  
沼南高柳  市立柏  市立銚子  市立習志野  
市立船橋  市立松戸  白井  関宿  千城台  
千葉北  千葉経済大学附属  千葉工業  
千葉商科大学付属  千葉商業  千葉女子  
千葉西  千葉南  千葉明徳  中央学院  中央国際  
銚子  銚子商業  津田沼  東邦大学付属東邦  
東葉  土気  長狭  中山学園  流山おおたかの森  
流山南  習志野  成田北  成田国際  成東  
日本体育大学柏  野田中央  柏陵  不二女子  
船橋旭  船橋北  船橋啓明  船橋古和釜  
船橋芝山  船橋豊富  船橋二和  船橋法典  
幕張総合  松戸向陽  松戸国際  松戸馬橋  
松戸六実  実籾  茂原北陵  八千代西  八千代東  
四街道  流通経済大学付属柏  若松  わせがく  
和洋国府台女子

●東京都
愛国  青井  青山学院  赤羽商業  秋留台  浅草  
飛鳥  足立  足立新田  足立西  足立東  
安部学院  荒川商業  荒川工業  井草  板橋  
板橋有徳  上野学園  江戸川  江戸川女子  
ＮＨＫ学園  園芸  王子総合  青梅総合  大泉桜  
大崎  大島  大田桜台  大智学園  大妻  
大森学園  大山  小川  荻窪  小野学園女子  
科学技術学園  葛西南  片倉  葛飾商業  
葛飾総合  葛飾野  関東国際  関東第一  北園  
北豊島  共栄学園  共立女子第二  桐ヶ丘  
錦城学園  国本女子  久留米西  京華商業  
京華女子  芸術  小石川  小岩  晃華学園  
工学院大学附属  麹町学園女子  佼成学園女子  
江東商業  江北  小金井北  小平西  狛江  
駒場学園  桜町  鷺宮  実践学園  
品川エトワール女子  篠崎  忍岡  芝商業  
石神井  淑徳  淑徳SC  松蔭  頌栄女子学院  
上水  城東  翔陽  昭和  昭和第一  
昭和第一学園  女子美術大学付属  白梅学園  
新宿  新宿山吹  神代  巣鴨  杉並  杉並学院  
杉並工業  杉並総合  淑徳巣鴨  砂川  墨田川  
駿台学園  成女  正則  正則学園  聖徳学園  
青峰学園  成立学園  世田谷泉  世田谷総合  
専修大学附属  創価  総合工科  第一商業  
第五商業  第三商業  大成  大東学園  
大東文化大学第一  第四商業  高島  田柄  
瀧野川女子学園  竹台  立川女子  橘  田無  
多摩  玉川聖学院  千歳丘  千早  
中央学院大学中央  中央大学杉並  調布北  
千代田女学園  つばさ総合  帝京大学  
貞静学園  東亜学園  東海大学付属望星  
東京成徳大学  東京学園  東京家政学院  
東京家政大学附属女子  東京女子学院  
東京農業大学第一  東京立正  東京実業  
東星学園  桐朋女子  東洋  東洋女子  豊島  
豊島学院  中野工業  永山  新島  
二松学舎大学附属  日本体育大学桜華  
日本学園  日本女子体育大学附属二階堂  
日本体育大学荏原  日本大学櫻丘  
日本大学第一  日本橋  日本橋女学館  練馬  
練馬工業  農業  農芸  農産  野津田  拝島  
八王子北  八王子実践  八王子桑志  
八王子拓真  羽村  晴海総合  東  東久留米総合  
東村山  東村山西  東大和  東大和南  光丘  
一橋  日野  日出  広尾  深川  深沢  富士見丘  
藤村女子  富士森  雙葉  淵江  府中  府中西  
府中東  福生  普連土学園  文化学園大学杉並  
文華女子  文京学院大学女子  宝仙学園  豊南  
保谷  朋優学院  堀越  本所  町田工業  
町田総合  松が谷  松原  瑞穂農芸  南葛飾  
稔ヶ丘  美原  三宅  明星学園  向丘  武蔵  
武蔵野  武蔵村山  村田女子  明星  
目黒星美学園  紅葉川  八潮  安田学園  山崎  

雪谷  立志舎  立正大学付属立正  六本木  
若葉総合  和光  早稲田大学

●神奈川県
綾瀬  有馬  生田東  伊志田  磯子  荏田  大沢  
小田原総合ビジネス  神奈川工業  
神奈川総合産業  鎌倉学園  川崎  岸根  霧が丘  
慶應義塾湘南藤沢  港北  相模女子大学  
相模田名  相模原青陵  商工  市立幸  市立高津  
市立横浜商業  市立横浜総合  城山  菅  
高木学園女子  橘学苑  立花学園  田奈  
桐蔭学園  新羽  橋本  秦野  平塚湘風  藤沢西  
二俣川看護福祉  三浦臨海  元石川  大和西  
大和東  大和南  横須賀大津  横浜  横浜清風  
横浜清陵

●新潟県
糸魚川  小出  佐渡総合  塩沢商工  関根学園  
十日町  長岡英智  長岡大手

●福井県
丹南

●山梨県
上野原  甲府城西  白根  韮崎  農林  笛吹  
富士河口湖  富士北稜  北杜  山梨学院

●長野県
岩村田  上田千曲  赤穂  飯田女子  大町岳陽  
大町北  岡谷東  木曽青峰  さくら国際  
塩尻志学館  信濃むつみ  下伊那農業  豊科  
長野日本大学  穂高商業  松商学園

●静岡県
伊豆総合  稲取  加藤学園  静岡商業  静岡大成  
田方農業  鶴岡中央  三島北  三島南

●愛知県
愛知教育大学附属  東邦  豊橋南  
中部大学春日丘  三好

●岐阜県
大垣南  益田清風

●三重県
松阪工業  

●兵庫県
神戸山手女子

●大阪府
池田北  金岡  向陽台  東大谷  八洲学園

●和歌山県
和歌山

●奈良県
飛鳥未来    

●京都府
桂  向陽

●鳥取県
鳥取商業    

●山口県  
宇部商業  下松工業  市立下関商業
   
●広島県  
広陵

●愛媛県  
大洲    

●徳島県  
小松島  城南

●高知県  
高知工業高専  宿毛工業

●香川県  
観音寺総合

●福岡県
九州国際大学付属  中村学園女子

●宮崎県
聖心ウルスラ学園  宮崎日本大学

●佐賀県
武雄  致遠館  龍谷

●長崎県
佐世保東翔  鎮西学院  長崎女子  長崎南

●大分県
野津

●熊本県
熊本  第一  八代  球磨商業  
東海大学付属熊本星翔

●鹿児島県 
鹿児島情報  屋久島おおぞら   

●沖縄県
沖縄工業  興南  昭和薬科大学附属  北谷  
那覇西  八洲学園大学国際  八重山農林

●大学
亜細亜大学  芦屋大学  大妻女子大学
大阪芸術大学  学習院大学  神奈川大学
神奈川歯科大学  関東学院大学  北里大学
九州産業大学  京都光華女子大学  
共立女子大学  杏林大学  慶應義塾大学  
國學院大学  駒澤大学  静岡大学  秀明大学  
城西大学  城西国際大学  上智大学  
白百合女子大学  聖学院大学  清泉女子大学  
聖徳大学  専修大学  太成学院大学  
玉川大学  帝京大学  中部大学  東海大学  
東京学芸大学大学院  東京経済大学  
東京農工大学大学院  東京富士大学  東邦大学  
東北工業大学  東洋大学  日本大学  
日本文化大学  白鷗大学  放送大学  明海大学  
明治大学  目白大学大学院  流通経済大学  
和光大学  早稲田大学

●短期大学
青山学院女子短期大学
亜細亜大学短期大学部
大妻女子大学短期大学部
金城学院短期大学部
埼玉女子短期大学
埼玉短期大学 
実践女子短期大学
昭和女子大学短期大学部
白梅学園短期大学
創価女子短期大学
鶴見大学短期大学部
東京家政大学短期大学部
東京農業大学短期大学部
東京富士大学短期大学部
目白大学短期大学部

インドネシア  ウズベキスタン  韓国  中国
フィリピン  ベトナム  ミャンマー

都道府県別 
入学者出身高校

（2011～2020年度）

入学者出身大学・
短期大学

留学生 出身国・地域

ＳＯＫＫＩには全国から夢を持った学生が集まっています。

「不偏不羈（ふへんふき）」の精神を教育の現場で実践。
本学園の創立者故川口渉先生が、建学の精神として私たちに残されたのが「不
偏不羈（ふへんふき）」という言葉です。その言葉は、「かたよらず、とらわれず」、
現代的にいうと「調和と自立」です。高度な専門性をもって自立しつつも周囲と
調和し、幅広い視野をめざすことでバランスのとれた人間像を目標とします。こ
の姿勢が本校の理想とする教育理念です。

４つの能力の養成でバランス感覚に富んだ人材を育成。
本校では、4つの能力の養成をめざします。仕事を進める上で必要な「専門実務能
力」、問題意識を持って積極的に改善していこうとする「問題解決能力」、情報の収
集・分析のための「情報管理能力」、そしてこれらの能力を支え、周囲との円滑な協
働を可能にする「対人関係能力」です。本校では各分野のスペシャリストをめざし
て、専門知識・技能を養い、バランス感覚に富んだ人の育成を目標にしています。

学校法人  川口学園の歩み

学校法人　川口学園　理事長　川口 拓也
カワグチ タクヤ

ますます必要とされる分野で、
社会の変化を取り込み、
求められる人材を育て続けます。

本校は、昭和10年に話しことばを符号で書き取る「早稲田式速記法」の創案者川口渉先生に
よって開設されました。これまで「不偏不羈（ふへんふき）＝かたよらず、とらわれず」を建学
の精神に、およそ28,000人の卒業生を世に送り出しています。開学時は速記の単科校でし
たが、現在では医療事務、福祉、看護と教育分野を拡げ、７学科となっています。
また平成元年に姉妹校「埼玉女子短期大学」（商学科、国際コミュニケーション学科）を開学し、
教育の多様化も図ってきました。
これから我が国は世界有数の高齢化社会に突入し、ますます医療・福祉、保健分野での有為
な人材が必要となっていきます。その一方で働き手不足解消のためAIやロボット等の活用が
進み、仕事や職場のあり方そのものが変わっていくでしょう。
しかし医療・福祉、保健分野では、今後も「人」でなければできない仕事があり続けます。
本校はこれからも時代の変化やテクノロジーの進化に沿って、社会の発展に必要とされる人
材を育ててまいります。
ぜひ本校で学び、あなたの社会の扉を開けてみてください。

早稲田速記医療福祉専門学校　校長　橋本 正樹
ハシモト マサキ

SOKKI独自の「専門教育」と
「社会人化教育」で、職業人として
社会に貢献できる人材を育てます。

本校の教育の成果は、卒業生に対する社会の評価が示してくれる。私たち教職員は、そう信じて
います。本校では、高度な専門知識と技能を持った人材を養成するため、充実した「専門教育」
プログラムと、実務に必要な資格や免許取得のための万全のサポート体制を、各学科が用意し
ています。しかし、みなさんが希望する業界で活躍するためには、これらの専門知識や技能に加
えて「社会人としての総合力」が求められます。この「社会人としての総合力」は、≪考える力＝
Think≫、≪積極性＝Positive≫、≪対話力＝Communication≫（TPC）という3つの要素から成
ると、本校では捉えています。就職した後も組織の中核的な人材として活躍できるよう、在学中
はもちろんのこと、卒業後も卒業生支援講座など、あらゆる機会を活用して、みなさん一人ひと
りの専門性とTPCを高めるため、教職員が一丸となって支援します。
2-40 PROJECT（ツー・フォーティ・プロジェクト）と名付けた、この全校的な取り組みは、変化する
時代において、常に必要とされる人材の基本的な要件を明らかにし、強化するためのものです。
みなさんを正職員や正社員として就職させた時点で、本校の役割が終わるとは思いません。
卒業後もみなさんが、母校として誇れる学校でありたい。それが私たち教職員一同の決意です。

2004年 病院管理科が「診療情報管理士認定試験受験指定校」認可。

1976年 早稲田速記学校が専修学校専門課程（専門学校）認可。

2006年 診療情報管理専攻科を開設。

2012年 医薬・健康美容科をくすり・調剤事務科に学科名を変更。

2015年 看護科を開設。

2021年 医療事務ＩT科・診療情報管理科・医療事務科を開設。

1972年 日本初の医療秘書科を開設。

1991年 校名を早稲田速記秘書専門学校に変更。

1951年 東京都認可各種学校となり「早稲田速記学校」と改称。

1989年 埼玉女子短期大学を埼玉県狭山市に開学。（1999年に日高市に移転）

1997年 校名を早稲田速記医療福祉専門学校に変更。
 厚生大臣（現・厚生労働大臣）指定の介護福祉科を開設。

1969年 学校法人 川口学園（理事長：川口晃玉）を創設し、
 早稲田速記学校の創設者となる。

1977年 進路指導室（現・キャリアサポートセンター）が
 労働大臣（現・厚生労働大臣）認可の無料職業紹介所となる。
 医療秘書科が、日本病院会と提携して
 診療録管理士（現：診療情報管理士）の養成を開始。

2009年 病院管理科を医療マネジメント科（２年制）に学科名を変更。
 医薬・健康美容科を開設。

1935年 川口渉が東京都新宿区西早稲田に「早稲田式速記普及会」を創設し、      
　　　　  同会の「実地教授部」において授業を開始。

専門実務能力 問題解決能力 情報管理能力 対人関係能力

教 育 目 標

建学の精神

21世紀社会を支える、

医療・福祉分野のスペシャリストを養成

【注】入学した時点での高等学校名で記載しています。

本校はもともと速記の普及を目的に設立されましたが、

高度経済成長を背景に、1972年に日本初の医療秘書科を開設し、

医療秘書の伝統校として病院から高い評価を得ています。

1997年には介護福祉科を開設し、福祉分野の教育もスタートしました。

2015年より河北医療財団から事業継承するかたちで看護科を開設し、

看護教育にも取り組み始めました。

医療と福祉２つのカテゴリーで「専門事務職」と「専門技術職」

それぞれのスペシャリストを養成しています。

教育理念
・
沿革

教
育
理
念
・
沿
革
／
出
身
校
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