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学校法人国際総合学園 

 

 

 

 

 



○名称 

学校法人 国際総合学園 伝統文化と環境福祉の専門学校 

 

○学校所在地 

・校舎 

〒952-1209 新潟県佐渡市千種丙２０２番地１ 

  TEL：０２５９－６１－１１２２ 

  FAX：０２５９－６１－１１３３ 

  E-mail：sado@nsg.gr.jp 

  HP  http://www.sado-nsg.com/ 

・伝統建築学科実習場 

  〒9552-0511 新潟県佐渡市羽茂大石１０５番地５ 

 

・防災対策 

＊校舎、実習場ともすべての教室への避難経路の掲示、避難口の確保、法令に基づく火災警報装置、

消火装置を配備また点検を実施 

＊学生、教職員を対象とした避難訓練を実施 

＊在籍学生に普通救命講習の受講を義務化 

 

○沿革 

 平成２０年 １月 ・新潟県知事認可 

 平成２０年 ４月 ・環境マネジメント学科３年制  

          ・伝統建築学科３年制  

・伝統文化学科３年制  

・観光プロデュース学科３年制  

・介護福祉学科２年制  

           佐渡市千種２０２番地１にて開校 

 平成 2１年 ４月 ・観光プロデュース学科 募集停止 

 平成２２年 ４月 ・研究科１年制 新設           

 平成２２年１２月 ・SADO 環境科学研究所（付帯施設）設立 

平成２３年 ４月 ・環境マネジメント学科１５名に定員減 

平成２４年 ４月 ・環境マネジメント学科 募集停止 

         ・自然環境保全学科２年生  新設 

         ・伝統建築学科２０名に定員増 

         ・伝統文化学科 募集停止 

         ・竹芸デザイン学科２年制  新設 

・陶芸デザイン学科２年制  新設 

         ・研究科１０名に定員増 



平成２５年 ４月 ・伝統建築学科４年制  新設 

         ・竹芸デザイン学科 募集停止 

         ・陶芸デザイン学科３年制  新設 

         ・陶芸デザイン学科４年生  新設 

平成２６年 ４月 ・ECO 学科３年制  新設 

         ・教養学科１年制  新設 

平成２７年 ４月 ・ツーリズム・観光企画学科  新設 

・ECO 学科 募集停止 

         ・教養学科 募集停止 

平成２９年 ４月 ・自然環境保全学科 募集停止 

          ・陶芸デザイン学科 募集停止 

         ・ツーリズム・観光企画学科 募集停止 

平成 30年 4 月 ・介護福祉学科 募集停止 

         ・伝統建築学科 大学併修コース 新設 

令和 元年 ４月 ・建築専科 新設 

                                 現在に至る 

 

○設置学科 

工業専門課程       伝統建築学科   ３年制 

             伝統建築学科 伝統建築コース ４年制 

             伝統建築学科 大学併修コース 4年制 

             建築専科     １年制 

 

○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 祥護 

 学校長  渡辺 秀則 

  

○建学の精神 

将来の職業に関する高い専門能力を追求しながらも単に知識・技術教育に偏ることなく、ひろい

視野と豊かな人間性を持った、創造力に満ちた人材育成の場であることを教育の基本理念とする。

地元や地域産業の期待に応え得る、開かれた職業教育機関であることを趣旨とし、常に新しく変化

していく時代に即した専門学校として、地域社会の教育・産業の振興に寄与するものである。 

 

 ○教育方針 

⚫ スペシャリストの育成 

本校は現代社会の要請、特に地域事業所の求める人材の育成を目的とする。そのため、実社会

で要望され、卒業後すぐに役立つ知識、技能、資格を備えた「スペシャリスト」を育成する。 



⚫ 豊かな人間性の育成 

知識、技能、資格を持つと同時に、人としての基本的なマナーを備え、健康で創造力豊かな人

材を育成する。 

⚫ 教育目標 

   伝統文化と環境福祉の専門学校として、高等教育機関の役割を果たすため、地域に根ざした伝

統文化と、伝統建築、環境を中核とした、実践的な教育および、介護福祉士の養成を行う。 

   また、学校の主体は学生であることを主軸に、課題解決と応用能力を高め、社会貢献できる人材

を育成するとともに、地域社会の発展に尽くせる人つくりを行う。 

 

○学校運営理念 

「教育を通して、自然と人と文化が共生する魅力ある佐渡の創造に寄与する」 

【専門学校を活用した、地域活性化モデル（佐渡スタイル）の確立を目指す】 

①佐渡だからできる教育にこだわる。―佐渡の持つ歴史・文化・伝統・環境を最大限生かす 

②地元密着型教育環境の提供。―佐渡市・地元企業団体・佐渡市民との連携 

③一流講師の活用。―佐渡在住・佐渡に関係ある人材活用 

④教育と文化・芸術の情報発信基地となる。―島内へ全国へ世界へ、佐渡だからできることをアピ

ール 

⑤高い能力と佐渡シンパの人材を島内・全国・世界に供給。―島内・全国・世界から学生を集め

佐渡で育成 

 

○学校運営方針 

①教育理念      【自ら考え行動し、自ら未来を生み出せる教育】    

②教育方針       未来は自ら創造していくべきものであり、エンカレッジ教育（個々の潜在

能力を刺激し、自らの可能性に気づかせることによって学生自身が成長して

いく）とキャリア教育（生涯を通した自分らしい生き方）を実践することで

学生の自己実現を図る。    

③教育力向上     A.「日本一」の実績を創り出すための教育システム構築  

         B. 非常勤講師に動機付けを行い、理念・方針の共有を図る。  

④経営資源活用 A.島内の業界団体ネットワーク構築と協力体制構築  

      B.佐渡在住の一流講師発掘と佐渡に関係ある一流講師との協力体制構築 

                C.佐渡の教育・文化・芸術分野におけるディレクション的機能と拠点化 

             D.佐渡市民への継続的情報発信による職業教育認知と連携の推進。  

⑤学生満足度向上   ・学生アンケート分析とスピーディーな対応    

⑥経営基盤確立 ・費用対効果の徹底追及    

⑦リスクマネジメント ・コンプライアンス重視    

          ・個人情報保護の徹底 

 

 



 

○常勤職員数および職員体制 

 常勤教員数 ４名  常勤職員数 １名 

  

 学校長       渡辺 秀則 

副校長       後藤 唯 

教務部長      後藤 唯（兼任） 

伝統建築学科長   後藤 唯（兼任） 

伝統建築学科 教員 武田 晃太朗 

伝統建築学科 教員 井土 英樹 

  

就職部長      後藤 唯（兼任） 

就職相談室長    後藤 唯（兼任） 

 

 事務局長      渡辺 秀則（兼任） 

 事務局       前川 俊樹、逸見 富美江 

 

○非常勤職員  

 ・伝統建築学科   ４名 

  小浜 美晴、磯部 清純、本間 浩次、木下 俊明 

   

   

○連携企業 

 ・有限会社小浜組 ・有限会社本次建設 ・長谷川歴史・文化研究室 ・友崎建築設計事務所 

 

○学科概要 

【伝統建築学科】   

島内に 32 もの能舞台が点在し、社寺は 800 以上、また、古民家も数多く現存する佐渡。その先人

が残してくれた財産を教材として、大工のスペシャリストを育成するのが伝統建築学科です。 

総授業時間の 3分の 2 以上をフィールドワークとして学ぶことができる現場第一主義！基本はもと

より金物を使わない継手（つぎて）・仕口工法（しぐちこうほう）などの特別技法までを習得しま

す。 

 （取得可能資格） 

  二級建築士受験資格、建築大工二級技能士、Word 文書処理技能認定試験３級、Excel 表計算処理

技能認定試験３級、コミュニケーション検定初級、普通救命講習Ⅱ 

 （就職先実績） 

(株)アイチケン（愛知県）、(株)アイブレーンス（千葉県）、(有)大浦社寺建築社（福岡県）、(株)お

かげさま（北海道）、高橋社寺建築(有)（埼玉県）、(株)滝川社寺建築（奈良県）、(有)村田工務店



（熊本県）、(株)木造建築東風（奈良県）、山形技研(株)（山形県）、(株)吉匠建築工藝（東京都）、

(株)飛鳥工務店（静岡県）、(有)匠弘堂（京都府）、(有)梓工務店（滋賀県）、(株)鳥羽瀬社寺建築

（大阪府）、澤甚(株) 澤野工務店（京都府）、(株)西沢工務店（滋賀県）、(株)鈴竹工務店（滋賀

県）、(株)木澤工務店（滋賀県）、(株)魚津社寺工務店（愛知県）、(株)平成建設（静岡県）、(株)萱工

房（山梨県）、建築工房 ゆほびわ（山梨県）、(株)大幸社寺工務店（東京都）、(有)内田工務店

（神奈川県）、(株)白井大工（富山県）、(有)松本工務店（青森県）、(有)佐藤工務店（秋田県）、佐

藤豊建築（山形県）、(株)増子建築工業（福島県）、(有)寺島工務店（長野県）、ぼうむ合同会社

（高知県）、山田建設株式会社（新潟県）、斉藤工務店（新潟県）、(有)大輪（新潟県）、田中建設

(株)（新潟県）、桜井木材建築(株)（新潟県）、富樫建設工業(株)（新潟県）、沖野彫刻（新潟県）、

(有)豊田彫刻工房（埼玉県）、五藤社寺建設㈱（岐阜県）、岩瀬社寺建築（静岡県）、(株)共立テク

ノ（佐渡市）、山田建設㈱（新潟県） 等 

 

＊学科ブログ http://sado-kenchiku.jugem.jp/ 

 

 

○資格・検定・コンペ実績（H３０年度実績） 

 【伝統建築学科】 

  建築大工技能検定２級               合格率 ８７％ （７／８） 

  建築大工技能検定３級               合格率１００％ （１２／１２） 

Word 文書処理技能認定試験３級          合格率 ６６％ （６／９） 

  Excel表計算処理技能認定試験３級         合格率１００％ （７／７） 

  新潟県大工工事作業技能競技大会          第２位３位 

  新潟県大工工事作業技五輪技大会          県代表 

  技能五輪全国大会 建築大工            ５名出場 

   

○キャリア教育、実践的教育の推進 

 ・就職相談室（兼：無料職業紹介所）の設置による就職支援 

 ・全科必修授業として就職対策の実施 

 ・佐渡市インターンシップ事業への参加 

 ・就職実績  

  

○学生支援 

 ・スクールカウンセリング体制 

 ・保健室 

 ・学生用駐車場（約１００台）完備 

 ・不動産会社と提携し、アパート紹介 

 ・アルバイト情報の紹介 

 ・各種奨学金 



  

 

○課外活動・地域貢献（令和元年度実績） 

学内クラブ 

・SADO アウトドア倶楽部 

■行事・講演会■ 

「入学式」(4月 7 日) 

「交通安全講座」（4月９日） 

「普通救急救命講習Ⅱ」（4 月９日） 

「県外保護者会」（7/14・15） 

「島内保護者会」(8/18)  

「伝統建築学科 研修（松本城・名古屋城・伊勢神宮見学）」（１１月１９日～２３日） 

「卒業式」(3月 7 日)  

 

■企画・イベント■ 

「避難訓練」（4月 9日） 

「第９回 大昼食会」（4月 9 日） 

「第 8回全校スポーツ大会」（6月 9日） 

「第２回バーベキュー大会」(８月３日) 

「第 10回学園祭」(11月 17 日)  

佐渡市/JICA 共催「エシカルについてトーク（ルー大柴ゲスト）&映画（ザ・トゥルーコスト）上

映」 

 

■検定・資格・大会■ 

第 56 回技能五輪全国大会（建築大工部門）新潟県代表決定 3 名決定（全国大会 11 月 2～５日沖縄

県）7年連続 

第 56 回技能五輪全国大会（建築大工部門）栃木県代表（伝統建築学科 1年）敢闘賞受賞 

平成 29年後期 30年前期技能競技大会(建築大工)２級１位 2 位３位、３級 3 位 

第 15 回 日本語スピーチコンテスト in Niigata 出場（伝統建築学科 1年）(9/29)朱鷺メッセ 

 

■新潟県専修学校各種学校イベント■ 

「JOB WORLD 朱鷺メッセ」(７月 1０日)伝統建築学科 

 

■NSG カレッジリーグイベント■ 

「2018 夏フェス 朱鷺メッセ」(７月 14・15日)伝統建築学科・介護福祉学科 

「2018 大同窓会 朱鷺メッセ」(7 月 14 日) 

「2018 大運動会 ビッグスワン」(9月 20日)伝統建築学科 

 

■受託・連携・協力■ 

・伝統建築分野・【佐渡地域連携】 

金井「得勝寺 改築」（4月～） 

白山神社 

羽茂まつり お神輿 

・介護福祉分野・ 

「介護福祉士養成科」【新潟県】 

「喀痰吸引講習会」【介護施設協会依頼】（７月６日～８月３０日） 

「介護員養成科 通信」【佐渡市】（８月２８日～１２月１７日） 



「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)講座指定（介護福祉学科）」【厚生労働省】 

・環境分野・ 

 環境調査（こしじ水と緑の会・朝日酒造環境助成基金） 

・教育分野・ 

 「佐渡総合高等学校 新入生意識啓発 講演会」（５月２５日） 

 

■ボランティア活動■ 

第 10 回本の森(4/29)、フライングディスク大会(5/19)、すわ参道オープンマーケット(5/20)、

2018 スポニチ佐渡ロングライド 210(5/19・20)、羽茂祭り(6/15)、佐和田本町市(6/16)、親の

会学習会(6/30)、あんずの家夏祭り(7/21)、佐和田本町市(7/21)、金井小学校サマースクール

(7/15～27)、グループホームさど夏祭り(7/28)、新穂愛宕の園納涼祭(8/4)、24時間テレビ街頭ボ

ランティア(8/26)、本の森(10/8)、諏訪参道オープンマーケット(10/20)、アラップのボランティ

ア（2/25・26） 


