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※JR中央本線小淵沢駅より
送迎バスを運行します。

OPEN CAMPUS SCHEDULE

オープンキャンパスへの
お申込み・お問い合わせはこちら

自然豊かな
キャンパスライフを体験しよう

自然豊かな
キャンパスライフを体験しよう

送迎バス有り！参加無料！ ランチ付き！ 保護者やお友達と参加OK！

入試広報担当

☎0551-36-2249（代）☎0551-36-2249（代）

AM10:30～PM1:30AM10:30～PM1:30
●入試説明 ●模擬授業（造形あそび等） ●施設見学 ●在学生との昼食懇談会内 容
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●帝京第三高校

●
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国道20号線

JR中央本線

中央自動車道

JR小海線

●ドライブイン国界

●セブンイレブン

荒田交差点●

フィリア美術館●

馬術競技場
●

○小淵沢中文

小淵沢駅

帝京学園短期大学帝京学園短期大学

交通案内 
●ＪＲ中央本線小淵沢駅（新宿より特急にて約2時間／松本より約４５分）から徒歩約１０分
●中央自動車道小淵沢インターより車で約３分
●中央高速バス・中央道小淵沢バス停から 徒歩約10分

● スパティオ小淵沢
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幼稚園教諭 2 種免許状 保育士資格 自然体験活動指導者
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森に学ぶ

緑あふれる小淵沢で過ごす2年間。

帝京学園短期大学では保育学を学ぶと同時に

人間力も高めます。

就職率は毎年ほぼ100％。

保育所・幼稚園・福祉施設にほとんどの学生が就職し、

現場でも高い評価を得ています。

あなたも「子どもが好き」という気持ちをスタートに、

保育者としての一歩をここから踏み出しませんか。

小淵沢から
はじめよう

私たちと一緒に

帝京学園短期大学のある小淵沢は、新宿から特急で約2時間。

キャンパス周囲には美術館やアウトレットもある一大リゾート地です。

乳幼児の人格形成教育に携わる者には、

人間味のあふれる多様な感性が求められています。

本学は、保育者の資質づくりのために、実践的な独自のカリキュラムと、

少人数制による教育を実施しています。

八ヶ岳のふもとに広がる自然に恵まれたキャンパスは、

人間性をはぐくむ最適なフィールドです。

大切な仕事だから、一人ひとりの夢を応援します

理事長・学長 冲永 莊八

CONTENTS

春から夏へ
入学、そして保育のプロへとなるための第一歩。
ここから私の道が始まる。

秋から冬へ
いよいよ始まる体験実習。
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頑張っている先輩は、数年後のあなたの姿です。
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長野県立望月高等学校出身 1年次

武田 颯貴さん
Satsuki Takeda
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「ペンケース」
この筆箱に貼れる付箋は、大事な所やテ
ストに出る所などが分かったときにすぐ
に使えて、聞き逃すことがないので役に
立ちます。また、邪魔にならずに筆箱も
コンパクトになり様々な場面で使えるの
で私のおすすめです。

私のこだわり
アイテム 01

「あそびうた大全集」
この本は私が保育者を目指すに当たって
非常にためになる本です。どんなことを
すれば子どもが喜ぶか、どんな手遊びが
あるのかを詳しく学ぶことが出来ます。
保育者になるために手遊びのスキルは必
須なので、この本が私のお気に入りです。

私のこだわり
アイテム 02
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帝京学園短期大学では、入学直後からイ

ベントが目白押し。すぐに交流会やスポー

ツ大会、校外研修などがあり、あまり話

をしていなかった同級生とも一気に仲良

くなれました。授業に関しては、この時

期から見学実習が行われます。実際に保

育の現場を見ることで、改めて気付くこ

とも多いですね。それに見学実習に参加

することで、保育者になるための勉強が

始まるんだという実感が湧いてきます。

入学してすぐに、キャンパスのそばでお

花見もしました。冬が寒い分、木々が芽

吹いていく春は、通学している私たちも

何だかワクワクしてきます。

山梨というと盆地で夏が暑いイメージが

ありますが、小淵沢は夏も過ごしやすい

気候なのが魅力です。夏の行事で楽しみ

なのはじゃがいも掘りですね。これは「保

育実践演習」という授業の一環で行わ

れるのですが、自分たちで育てたじゃが

いもを、夏休み前に収穫します。獲れた

てのじゃがいもはホクホクしていて甘く

て最高！ 収穫後にはカレーライスなどを

皆で作って美味しくいただきます。保育

者になったら、子どもたちに自然の大切

さを教える機会があると思うのですが、

実際に自分たちで野菜を育てた経験は、

保育現場に出た際に大きな財産になると

思います。

初めての見学実習！
緊張の連続でした
入学して 3ヵ月が過ぎると、いよいよ見学実習で保
育所へ行くことに。実際に現場に行ってみることで、
保育所での一日の流れや保育士の様子、子どもた
ちの様子などを、自分自身の目で確かめます。この
見学実習で感じたことや気付いたことは日誌にまと
め、後日先生に提出。この見学実習が、長い実習
の第一歩になります。

みんなと仲良くなれる
オリエンテーリング
入学直後の５月には、1 年生はオリエンテーリング
を体験します。舞台となるのは大学周辺の小淵沢エ
リア。図書館や一般企業、馬術競技場、牧場など、
皆で楽しみながら街を巡っていきます。訪れた先で
地域の方のお話を伺ったり、牛や馬と触れ合ったり
するのも楽しみの一つ。こうした体験を通して、小
淵沢の魅力に触れてみることで、これから2 年間を
過ごす小淵沢にもより一層の愛着が持てるはず。も
ちろん、このオリエンテーリングを通して新入生同
士の絆もグッと深まる、貴重な機会となります。

八ヶ岳ならではの
「体育実技」の乗馬！
体育実技で乗馬？ これも自然豊かな小淵沢に位置す
る帝京学園短期大学ならではの授業です。近隣の
牧場で行うのですが、ほとんどの学生が乗馬の体験
はありません。だから最初は、恐る恐るという雰囲
気。それでもコツを掴めば、上手に乗馬できるよう
になります。もちろん乗馬はスポーツ。腹筋や背筋、
骨盤まわりの筋肉を鍛えるのに効果があります。ま
た上下の振動が内臓の動きを活発にするので、身体
の内からもリフレッシュできるんです。

地域に根ざした
「子育て支援研究所」
学内に設置された子育て支援研究所は、幅広い知
識を持ち創造力および人間味豊かな保育者を育成
し、地域に根ざした幼児教育を推進することを目的
に開設。プレーパークでの遊びを企画したり学生ボ
ランティアの派遣、子育て講座、子育て相談窓口
を開設するなど、地域の子育てに貢献しています。

春から夏へ
新緑の季節に、新たなスタートを切る学生たち。
森に囲まれたキャンパスでの 1 年が始まります。

●入学式・入寮式（１年次）
●オリエンテーション
●スポーツ大会
●学生交流会

●帝京大学グループ開学記念日
●見学実習（１年次）
●教育実習（２年次）

●前期補講
●前期定期試験
●じゃがいもパーティー

●夏期休暇
●保育実習Ⅲ（児童館・２年次）

●後期授業開始
●自然体験活動指導者養成講座（１年次）

●オリエンテーリング
●校外研修

晴れて大学生！ 日本武道館での入学式

東京ディズニーランド®へ研修旅行

大自然が教室です「保育実践演習」帝京学園短期大学通信

初めての見学実習！

8月

9月

4月

6月

5月

7月

山梨県立北杜高等学校出身 1年次

森 未羽さん

Miu Mori

木々が芽吹いていく春。

通学している私たちも

何だかワクワクしてきます。
山梨県立白根高等学校出身 1年次

跡部 賢さん

Ken Atobe

自然に触れる楽しさを、

子どもたちにも伝えたい。

自然の豊かさを
体感できます自然の

パワーに
驚きです

みんなを
待ってるよ！
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「ほくと遊びの森」は、幼児から小学生までさま
ざまな年齢の子どもが、たき火や泥遊び、工作
などを楽しむ場所になっています。この遊び場は、
子育て年代のお父さんやお母さん、帝京学園短
期大学の学生、地域の元気なシニア世代からな
るボランティアが子どもたちと一緒に遊んだり、
見守りをすることで続いています。
わが家が「ほくと遊びの森」に通い始めて 5 年
が過ぎ、よちよち歩いていた娘も小学生になり
ました。いまでは料理が大好きに。たき火料理
をする時には、娘の「つくりたい」 気持ちを尊

重しながら学生ボランティアさんがフォローして
くれるので安心
です。いつも子
どもの心に寄り
添って遊んでく
れる学生さんの
存在は、「ほく
と遊びの森」の
大きな魅力だと
思います。

ほくと遊びの森を作る会 会長 野村 めぐみさん
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「スケジュール帳」
実習や学校生活、アルバイトのスケ
ジュール管理をこの一冊でしているた
め、毎日使っています。課題の提出期限
もこまめに書き加えているので私にとっ
ての必需品です。

私のこだわり
アイテム 03

「キャラクター文房具」
私は高校生の頃からキャラクターが好き
になり、少しずつ集めています。その中
でも、文房具がお気に入りです。好きな
キャラクターのもので勉強や実習を頑
張っています。

私のこだわり
アイテム 04

勉強も行事も盛りだくさんなのが、秋。

「自然観察」の授業の一環で行われるピ

ザ作りは、何と窯作りから行うんです。

生地を伸ばすところから自分たちで行っ

たピザの美味しさは忘れられません。ま

た、実際に保育の現場に立つ体験実習

が始まるのもこの時期です。緊張するけ

れど、やっぱり保育の仕事って楽しいと

思える体験です。そして行事で思い出深

いのは紅葉祭。2 日間の日程で、初日は

オペレッタやブラックシアターを上演し

ます。たくさんの子どもたちの前で、拍

手をもらったときは嬉しかったですね。

秋の小淵沢は紅葉がきれいだし、キャン

パス内で栗拾いもできます。ただ、冬は

すぐそこまで来ているので、ダウンコー

トなどを早めに着始めるのもこの時期で

すね。

山梨県・甲府市立甲府商業高等学校出身 2年次

矢崎 裕菜さん

Yuna Yazaki

体験実習に紅葉祭…。

勉強もイベントも、

まさに実りの秋なんです。
冬の行事の一つがクリスマス交流会。私

はこの行事を担当する委員に所属してい

るので、とても忙しく過ごしました。昨

年は実行委員全員がサンタクロースの衣

装を着用し、会を盛り上げました。プレ

ゼント交換会やビンゴゲームなどを学生

全員で楽しむのです。今年は実行委員の

委員長になったので、さらに盛り上げよ

うと今から考えています。また希望者が

参加する海外研修や、卒業パーティーも

あるので、冬も意外と忙しいですね。も

ちろん勉強面でも1 年生は保育実習が、

2 年生はインターンシップがあり、まさ

に 1 年間の集大成となる時期なんです。

ちなみに冬の小淵沢は雪も降ります。自

動車通学の場合は少し注意が必要です

が、雪に覆われたキャンパスはとっても

きれい。元気な学生は雪合戦もしている

みたいです。私はインドア派なので、教

室の窓から外を眺めながら、待ち遠しい

春に思いを馳せる日々ですね。

山梨県立増穂商業高等学校出身 2年次

赤池 春紀さん

Haruki Akaike

クリスマス会など、

寒い季節を盛り上げる

イベントが盛りだくさん！

１号館前の
紅葉は

見事です

クリスマス
交流会も

保育の授業の一環

12月

10月

11月

1月

3月

2月

●体験実習（1年次）
●保育実習II（保育所・2年次）

●保育技術研究（発表会） 
●紅葉祭（学園祭）

●クリスマス交流会 
●保育実習I（施設・2年次） 
●保育実習III（2年次）
●冬期休暇

●体験実習（1年次）

●保育実習I （保育所・1年次）
●海外研修

●春期休暇 
●卒業式（2年次）

秋から冬へ
季節の深まりと同時に、学生たちも成長。
一歩一歩、保育者としての理想像に近づいていきます。

秋と冬にも体験実習
自分の進路も見えてきます
体験実習は保育所だけでなく、福祉施設、幼稚園
というようにさまざまな施設を訪れることになります。
これらの実習を体験することで本実習の前に子ども
たちの様子を十分に観察することができます。また、
自分が働きたい施設はどのような分野なのかも、体
験的に理解できます。

バランス感覚が養われる
スケートにも挑戦！

本学の近くにあるリンクを使ってのスケートも、乗馬
同様に体育実技の授業の一環として行われます。ス
ケートは激しい運動ではないものの、連続した有酸
素運動を行うので、保育に携わる上で必要な強い足
腰や体力、そしてバランス感覚を養うのにピッタリの
種目なのです。

保育実践演習でこれまで
学んだことを生かす
2 年生は保育実習で保育所や児童館などでの実習を
体験。まさにこれまで教室や実習現場で学んできた
知識や技術を生かして、保育に挑戦します。半年も
すればプロとして保育現場に立つ学生たち。子ども
たちと接する様子は、まさに保育者そのものです。

紅葉祭、保育技術発表会と
イベント満載の秋！

模擬店が並んだり、さまざまな催し物が行われる紅
葉祭（学園祭）。また長い期間をかけて練習を重ね
てきた保育技術の発表もあります。このように秋の
帝京学園短期大学はイベントが盛りだくさん。たくさ
んの思い出と一緒に、学生たちは日々成長していき
ます。

地域の方々にご覧いただき、
日頃の勉学の成果をアピールします

クリスマス交流会にて学生表彰

八ヶ岳ロイヤルホテルにて卒業式

帝京香港幼稚園

地域の方の声

子どもに寄り添ってくれる学生の存在が大きな魅力です

山梨県初の
プレーパーク
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4４号館3 3 号館 5 体育館 7 桐葉館

1 1 号館

8 グラウンド

9 プレーパーク

6 しらぎく寮

● 大駐車場（無料）

2 2 号館

僕、内藤風雅
が私、上嶋優衣奈

と

2 年次 山梨県
 甲斐清和
 高等学校出身

2 年次 山梨県立
 塩山高等
 学校出身

（写真左） （写真左）

森に囲まれたキャンパスを紹介します

キャンパスライフ
帝京学園短期大学は山梨県北西部の小淵沢に位置し、年間を通じて晴天が多く、
特に夏でも涼しい気候が特長です。キャンパスは緑の森に囲まれ、
学ぶのに最適な落ち着いた環境が整っています。

Fuga Naito

Yuina Uwajima

》》 サークル活動を紹介します

ダンス部

望月 瑠華さん Ruka Mochizuki
山梨県立身延高等学校出身 2 年次

ダンスが好きな学生が集まり、自分たちで振
り付けを考えながら練習をしています。保育
を学ぶ学生にとって、身体表現にもつながる
ダンスはとても役立つ技能です。身体を使っ
て何かを表現してみたい人は、ぜひ覗いて
みてください。

軽音楽部

中村 京介さん Kyosuke Nakamura
山梨県・帝京第三高等学校出身 2 年次

保育の学生なので、普段授業で習っている
童謡などの曲をロック風にアレンジしたりし
ています。演奏技術を身につけたり人前で
歌うというように、実は軽音楽部での活動に
は、保育の現場で生かせることがたくさんあ
るんです。

手遊びサークル

蟹澤 優衣さん Yui Kanisawa
長野県立伊那弥生ヶ丘高等学校出身 2 年次

手遊びは、まさに保育の現場で実際に使う
技能です。普段の活動では学生同士で新し
い手遊びを見つけてきて練習するので、保
育実習でも大いに役立ちました。より多くの
手遊びを身につけられるよう、今年度は発表
の場を増やしたいと思っています。

美術部

深澤 絢さん Aya Fukazawa
山梨県・甲府市立甲府商業高等学校出身 2 年次

油絵や版画だけでなく、七宝焼きや陶芸な
どさまざまな分野に挑戦することができ、部
員一人ひとりが自由にやりたいことに取り組
んでいます。また休日には近隣に数多くある
美術館巡りをして、刺激を受けることもあり
ます。

1 １号館 / キャリアサポート室

空いた時間に就職に関する資料がいつでも閲覧でき
ます。

1 １号館 / 美術教室

お絵かきを子どもに教えるには、きちんと美術を学ぶこ
とが大切。デッサンにも挑戦します。

1 １号館 / 正面玄関

学生はここを通って毎日教室へ。三井正人先生の美術
作品も飾られた、キャンパスの顔のような場所。

2  2 号館 / 大教室

発表やプレゼンテーションなども可能な、大人数を収容
できる教室もあります。

3  3 号館 / 陶芸室

最新の電気窯も完備。自分が使うお茶碗は、自分で作
ることも可能です。

5  体育館

体育の授業のほか、各種式典や保育技術の練習・発表
にも使用されます。

8  グラウンド

体育の授業だけでなく、自然観察なども行われる、緑
豊かなグラウンド。

2  2 号館 / 図書館

1 万 7000 冊の蔵書には専門書の他に絵本なども完
備。また先輩たちの実習記録も閲覧できます。

6  しらぎく寮

女子学生限定のしらぎく寮。1 階にはピアノ練習室もあ
ります。　

9  プレーパーク

自然の中での遊びを体験できるプレーパーク。地域の
方々が多く利用しています。

2  2 号館 / 学生食堂

パスタなどの定番だけでなく日替わりメニューも。栄養
面も考慮され食生活も安心です。

4  4 号館 / サークル室

バンドが演奏できるスペースがあるほか、部室などもあ
り、放課後は学生が集合します。

7  桐葉館

煉瓦造りの別荘風の建物は、学生の憩いの場。2 階に
は PC も揃っていて自習に利用されます。

1 １号館 / 音楽教室

保育者には欠かせない、ピアノの演奏技術はここで学
びます。

1 １号館 / パソコン教室

社会に出るまでにはきちんと身につけたいパソコンの知
識。レポート作成なども行えます。

先生が
丁寧に教えて

くれるよ

サークルは
新設できるよ

みんな
待ってるよ！
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実習前に、道しるべとなる「実習の手引き」で実習の心得や進め方を学びます。

▼

4月　　実習の事前指導を受講

保育現場の実習に臨むため、実習の心構えや実習先で学ぶべき点、1日の流れなどについて、事前指導でレクチャーを受けます。

▼

9月　　模擬授業で腕試し

学生が計画した指導案に基づいてクラスメイトの前で模擬授業を行い、実習本番に備えます。

▼

2月　　いよいよ実習先の保育所へ

模擬授業や事前指導で学んだことを胸に、いざ実習へ。保育者への確かな一歩を踏み出します。

▼

実習終了　　終了後は事後指導で復習

実習を終えたら、日誌や指導案の内容を教員と振り返る事後指導を受講。今後の課題を見極め、2年次に進級します。

学生生活の4割が実習期間。この経験が、
学生を保育者へと成長させます。
保育は、人と接する仕事です。良い保育者となるためには教室で学ぶ知識も重要ですが、実際に

子どもたちと接し、「どんなときに、どんな対応を取ればいいのか」を体験的に学ぶことも欠かせ

ません。そこで本学では教育実習を4週間に設定。保育の現場の実際を、じっくりと学ぶ機会を設

けています。さらに1年次の入学直後の見学実習から卒業直前のインターンまで、学習の進捗状

況に応じた実習を数多く取り入れている点が大きな特長です。こうした実習期間は、2年間の学

生生活の実に4割に相当します。学習ではこれらの実習を中心に据えて、前後に事前・事後指導を

実施することで、実習経験をより確かなものとします。こうして身につけた実践力と、本学の教育

の基盤でもあるジェネリック・スキルによって、学生たちは卒業してすぐに第一線で活躍できるよ

うになるのです。

豊富な現場体験を通して、
自分の目指す保育とは何かを見つけたい。
入学して1年で、数多くの実習を体験できました。そうした現場では、判断に迷うような状況も少な

くありません。たとえば保育園でたくさんの子どもたちが寄ってきて、一人ひとりから違うことをお

願いされて困ったことがありました。事後指導の際に先生にそのことを聞いてみたら、順番を明確

にして一つひとつクリアにしていけばいい、と言われました。実習では上手くいかないこともあり

ますが、それを大学に戻って修正して次の実習に臨むからこそ、成長できるのだと思います。また

保育に対する考え方も、保育園によって異なることがあり、それらを知ることができるのも豊富な

実習体験の良さ。多くの現場を経験して、様々な保育について知りたいと思います。

専任講師

清水 健
Ken Shimizu

実習での課題を大学で学び直す。その繰り返

しが、良い保育者を育てます。

山梨県立北杜高等学校出身 2年次

清水 裕里奈さん
Yurina Shimizu

手遊び、ピアノ…、学んだすべてが、保育の現

場で役立ちました。

現場経験を重ねることで、学んだ知識を確かなものに 実習の前後をしっかりサポート

4 週間の充実した教育実習を導入。さらに

単位認定実習とは別に「現場訪問」や「就職体験実習」を取り入れ、

学んだ知識を経験的に身につける機会を設けています。

保育現場で長期間学んで柔軟性や適応力を身につけ、

就職後に即戦力として活躍できる

保育者に成長します。

2 年間に行われる実習で、保育の現場を着実に学びます

これが本学の教育実習 １年次の実習の流れ

め
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AM8:00 AM8:30

出勤
保育室の清掃

子どもたち
登園

AM12:00 PM1:00 PM4:00 PM5:00

子どもたちと昼食 子どもたち
お昼寝の時間

子どもたち
降園

一日の
反省会

退勤・帰宅
日誌作成

≫ ≫ ≫ ≫ ≫ ≫ ≫ PM6：00

赤ちゃんとっても

カワイイ！

山梨県立北杜高等学校出身 2年次

浅川 駿さん

Shun Asakawa

実習前の指導案作成で先生方のチェックを何度も受け
たことで、細かな部分まで
配慮することの重要性と、
子どもの様子をイメージす
ることの大切さを学びまし
た。実際に幼稚園での実
習に参加してみると、子ど
もたちは全力で向かってき
ます。家庭にお父さんとお
母さんがいるように、保育

の現場でも男性保育者の存在は欠かせないのではな
いかと感じました。また、子どもに関する情報を保育者
同士で共有することも求められます。一般企業と同様
に「ほうれんそう（報告・連絡・相談）」が重要ですし、気
付いたら率先して動くといった自主性や協調性も重要
です。実習を通して、そうした部分も成長できたのでは
ないかと思っています。

山梨県立北杜高等学校出身 2年次

久保寺 晴香さん

Haruka Kubodera

年の離れた従姉妹の面倒
を見たことが、保育の道を
志したきっかけです。彼女
が日々成長していくことに
感動し、自分も保育を通し
て成長したいと思ったので
す。帝京学園短期大学では
さまざまな保育の現場を体

験できる点が特長ですが、その中でも私が印象的だっ
たのは障害者支援施設へ実習に行ったことです。実習
前に障害児保育の授業で各障害の特徴や、どのような
支援を行えばいいのかを学んでいたため、不安なく実
習に臨むことができました。そうした一人ひとりへの配
慮は必要ですが、関わりを深めて信頼関係を築くとこ
ろは保育所などと変わりはありません。子どもと大人の
目線の両方を備えることで、常に考えながら子どもたち
と関わっていきたいと思うようになりました。

山梨県・東海大学付属甲府高等学校出身 2年次

石原 麻里さん

Mari Ishihara

保育所での実習の直前は、不安でいっぱいでした。け
れども保育所の子どもたちが私のことを「まり先生！」と
呼んで寄ってくることに感激。エプロンシアターや紙芝

居、手遊びなど、実技の授
業で体験的に学んだこと
をきちんと発表することが
できました。実際の子ども
たちの顔を見ながらこれら
を体験できたことは、私に
とっても非常に有意義だっ
たと思います。また発達に

は個人差があり、接する子どもの年齢を常に考慮して
対応しなければなりません。そうした保育所ならではの
特徴もよく理解できたことが、この実習の良さだと思い
ます。私のことを先生と呼んでくれた子どもたちのため
にも、より多くの知識を修得しなければという気持ちに
なりました。

山梨県立笛吹高等学校出身 2年次

田中 佑花さん

Yuka Tanaka

児童館では、子どもたちの日常的な支援の他にも、親
子や出産前の妊婦さんを対象としたプログラムがあり、
保育所や幼稚園とはまた違ったやりがいのある職場で
す。児童館実習でも、とても興味深く関わることができ

ました。絵本の読み聞かせ
では、職員の方の声の大き
さや抑揚、場面によって語
りかけ方を変えるなどして、
子どもたちの興味を惹いて
いる点が勉強になりました。
私が手遊びや読み聞かせ
をして喜んでもらえたこと
も、とても印象的でした。ま

た戸外での遊びでも、子どもたちは元気いっぱいに走
り回りながら、新たな遊びを自分たちで作っていきます。
彼らの遊びに加わりつつ、子どもたちの発達や成長の
促進を図ることが大切なのだと実感しました。

現場は一番の教室です！

私 の 実 習
体 験 記！

帝京学園短期大学では、保育所、幼稚園、福祉施設に加え、

希望者は児童館での実習にも参加が可能。さまざまな現場で

子どもや利用者の方と接しながら、学んだ知識や技術を

実践することで、保育のプロをめざします。

幼稚園での実習に行ってきました 保育所での実習に行ってきました 福祉施設実習に行ってきました 児童館実習に行ってきました

園児が登園する前に保育士の方と入念な打ち合わせを

行います。園児を預かるという責任の重さを実感します。

学んできた手遊びを園児の前で披露。ちょっと不安

だったけど、笑顔になってくれたときは感激！

保 育 実 習 の 一 日 を 紹 介 し ま す！

山梨県・甲府市立
甲府商業高等学校出身 2年次

小山 愛未さん

Aimi Koyama
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山梨県立巨摩高等学校出身 2年次

深澤 恭子さん

Kyoko Fukazawa

毎日、学生全員と顔を合わせられ
るこの環境が気に入ってます。

山梨県立北杜高等学校出身 1年次

中村 結花さん
Yuka Nakamura

学びたいことを学べているので、授
業でも積極的に発言できるようにな
りました。毎日、保育者という夢に近
づいているという実感があります。

1211

AM7:10 AM9:00 AM10：40

自宅出発 午前の授業

AM12:10 AM12:50 PM2:30 PM4:00

お昼休み 午後の授業 放課後 帰宅

≫ ≫ ≫ ≫ ≫ ≫ ≫ ≫ PM5:00

山梨県立韮崎工業高等学校出身 1年次

中島 渚さん
Nagisa Nakajima

入学してすぐに、たくさんの友だ
ちができました！

1時限 2時限 4時限3時限

ランチタイム
お弁当持参の日が多いの

ですが、たまには学食も利

用します。私のオススメは

ハヤシライスです。

午前の授業
高校までと違って授業は

90分。最初はとても長く感

じましたが、今ではすっか

り慣れました。

1時限
 「相談援助」
保育に必要な相談援助について理解し、

相談事例を通して人権の尊重や自立支援

など、保育の抱える課題を学びます。

2時限
 「子どもの食と栄養」
子どもの食と栄養に関する基

礎知識を学び、食育活動にも

参加します。

3時限 
「教職実践演習」
実習前に、模擬授業を

取り入れ、実践的に学び

ます。

4時限
「基礎技能」
グレード別のピアノの個人レッスンです。

マンツーマンなので初心者もメキメキ上達

していきます。

午後の授業
保育表現技術など、実際

に保育の現場で役立つ知

識を学べる授業が多く、楽

しく学べます。

保育者に向かって

頑張っています。

わたし達と一緒に

学びましょう！

帝京学園短大での毎日ってどんなもの？

私 の １ 日 を
ご紹介しま〜す！

―――２人とも入学してみて、帝京学園短期大学に
対してどんな印象を持ちましたか？

深澤さん　想像以上に自然が豊かだということです
ね。私も山梨在住ですが、日常的に自然に触れる機
会というのは、そう多くはありません。だから「自然観
察」のような授業はとても新鮮でした。
中島さん　その授業では野草を摘んでお茶を作っ
たり、松ぼっくりを使ってクリスマスのリースを作った

りすると聞いていて、今から楽しみなんです。それと、
体験型授業が多いことも特長だと思います。
深澤さん　実習が多いから、手遊びの種類やピアノ
で演奏する曲目も、想像以上にたくさん身につきます。
それは教育実習で現場に行ったときはもちろん、社会
に出た際の財産になるはず。保育者としての引き出し
が増えました。

―――学生同士や、先生とのコミュニケーションが緊
密だといった意見がよく聞かれますね。

中島さん　それはとても感じます。入学直後に学生
交流会という、2年生と交流の持てる会を開いても
らって、いろいろな先輩とお話をすることができまし

た。また学生数が多すぎることもなく、常に一緒の授
業を受けているので、学生同士の仲がとてもいいと
思います。
深澤さん　学園祭やクリスマスなどのイベントも、学
生全員で作り上げるようなイメージがありますね。学
生時代のいい思い出になるだけでなく、協調性やリー
ダーシップを学ぶいい機会にもなっています。
中島さん　私は工業高校出身で、学んできた内容が
皆と違うので当初は不安がありましたが、いつも一緒
の仲間と学ぶことで、解消されました。
深澤さん　私の場合は実習の直前に不安を感じたの
ですが、先生の「大丈夫よ！」の一言で、スッと気持ち
がラクになったことが忘れられません。
中島さん　確かに先生方もとてもフレンドリーですよね。

―――キャンパスの周辺にも、魅力的な場所はあり
ますか？

深澤さん　小淵沢というエリア全体が、自然が豊か
で魅力的だと思います。甲府からも電車で30分程度
なのに、駅を降りると既に空気が違う気がします。夏
はとても涼しいですね。
中島さん　「高原で、リゾート地で学んでいる」みた
いな気持ちになります。授業が終わってからは、友だ
ちとショッピングモールに行くことが多いですね。今
はまだ入学したばかりで忙しく過ごしていますが、近
くにアウトレットモールもあるので、落ち着いたら行っ
てみたいと思っています。

２人に、大学の魅力を
  語り合ってもらいました。

在校生に聞いてみよう！ 帝京学園短期大学の魅力

放課後
ネイチャーアクティビティ

サークルに入ったので、週

一回の練習があります。も

うすぐ実際のゲームにも参

加します。

帰宅
サークルのない日は地元

のスーパーとコンビニでバ

イト。授業の課題はなるべ

く休み時間に終わらせます。
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建学の精神
「努力をすべての基とし偏見を排し　幅広い知識を身につけ　国際的

視野に立って判断ができ　実学を通して創造力および人間味豊かな　

専門性ある人材の養成を目的とする」

帝京学園短期大学の建学の精神は、「努力」をもとに「幅広い知識」

「創造力」、「実学」、「国際的視野」、「専門性」、「人間味豊か」という

７つの方針を柱に、学生の個性と可能性を伸ばすことにあります。

平成７年 ４月 
本学の自然立地を生かすとともに、幅広い教養を身につけるため、一般教養科目を
基礎科目とし、外国語科目を国際化時代に対応するよう改めて、一層の充実を図る

平成8年 
９月 インターネット環境整備

１０月 オペレッタ、人形劇初公演

平成１０年 ４月 学長に服部郁子就任

平成１３年 ９月 海外研修旅行（香港）実施

平成１８年 ３月 海外研修旅行（デンバー）実施・2号館耐震工事

平成１9年 ３月 海外研修旅行（ロンドン）実施・1号館耐震工事

昭和４２年 ４月 初代学長に冲永沆を迎え、山梨帝京短期大学設立

昭和４2年 ４月 附属幼稚園設立

昭和５６年 ４月 理事長、学長に冲永キン就任

昭和５９年 ９月 近代設備をもつ学生寮（あじさい寮）完成

昭和６１年 ７月 理事長に冲永嘉計就任。学生会館、図書館、桐葉館完成

平成元年 ４月 帝京学園短期大学に校名改称

平成３年 ７月 学生寮（しらぎく寮）完成

平成４年 ２月 
理事長に服部郁子、学長に横山信一郎就任。各種特別教育の新設、教育課程の多様化、
図書の整備など、ハード・ソフト両面で一層の充実を図る

平成２０年 ２月 理事長・学長に冲永莊八就任・体育館耐震工事

平成２2年 3月 （財）短期大学基準協会による第三者評価の結果「適格」と認定

平成２4年 3月 海外研修旅行（ハワイ）実施

平成２5年 3月 新潟中央短期大学と相互評価を実施

平成２6年 ２月 海外研修旅行（香港）実施

平成２7年 ２月 海外研修旅行（香港）実施

平成２8年 3月（財）短期大学基準協会による２回目の第三者評価の結果「適格」と認定

帝京学園短期大学の良さとして

多くの学生が挙げるのが、

教員との距離の近さ。

勉強で疑問を感じたとき、

将来に悩んだとき、

親身になって応えてくれる、

頼れる存在です。

学生一人ひとりを理解しているから

こそできるきめ細やかな教育が、

ここにはあります。

実習を通して、学生は保育の
知識を備えた社会人へと成長
豊富な実習体験は本学の教育の大きな特長です

が、同時に実習経験をより有意義なものとするた

めのケアにも力を入れています。実習の前には事

前指導を実施して、目的意識をもって実習に臨む

ようにしています。また実習終了後には事後指導

も実施。アンケートを通して、課題点などを明確に

した上で学内での授業に臨むのです。また実習を

依頼する際には、学生自身で連絡を取り、言葉遣

いや電話でのマナーなど、社会人としてのスキル

をここでも身につけます。こうしたきめ細やかな指

導を通して「子どもが好き」という思いで保育者を

めざした学生たちは、保育の知識を習得した社会

人へと成長していくのです。（藤巻）

ジェネリック・スキルを伸ばし、
保育者としての基礎を固めます
保育の実践的指導が本学の大きな特長ですが、そ

の基盤となるのは社会人としての基礎力、ジェネ

リックスキルです。たとえばあいさつをきちんと行

う。当たり前のことのようですが、あいさつを通し

て社会の輪の中に自ら入っていく。そして輪の中

で自らを鍛えていくことで、コミュニケーション力

を高めていくことができます。保育とは、子どもた

ちはもちろん、保護者の方や一緒に働く保育者と、

常に関わりを持つ仕事です。こうしたジェネリック

スキルを身につけた上で保育の技術、そして知識

を学ぶことで、社会で活躍できる保育者となるの

です。（石井）

本学ならではのカリキュラムで
保育技術のスペシャリストをめざそう
帝京学園短期大学では、少人数制を基盤に、実学

と理論を組み合わせた教育を行っています。授業

は、自然の中で遊びを発見する「自然観察」や、絵

本の読み聞かせ・パネルシアターなどの保育技術

を体得する「保育技術研究」など、本学ならではの

ものを数多く用意。さらに今日の保育課題を探求

する「保育実践演習」では、県内の研究会で現役

の先生をはじめ大学生や大学院生に混じってポス

ター発表も行っています。保育の現場で欠かせな

いコミュニケーション力や指導力はもちろんのこ

と、こうしたカリキュラムを通して保育における課

題について自ら考えるといった資質も修得。私た

ちは保育技術のスペシャリスト育成をめざします。

（里見）

年間を通じて行われる学内行事が
学生を成長させるいい機会に
帝京学園短期大学では、授業以外でも学習の機

会があります。それは、課外活動の数々。クラブ・

サークル活動はもちろん、学生のほとんどは何ら

かの委員会に所属します。学生委員会や図書委員

会、保健委員会のほか、学園祭や体育祭、クリスマ

ス会の実行委員会など。学生たちが前向きに取り

組みたくなる行事を数多く用意し、それらの企画

運営を学生自身に委ねることで、机上の勉強では

なかなか身につかない協調性やリーダーシップを

学ぶのです。こうした活動を2年間にわたって経

験した本学の卒業生たちは、「積極的に行動する」

「子どもたちの良い手本となっている」と、就職先

からも高い評価をいただいています。（三井）

一人ひとりの学生を知っている
からこそできる、的確な就職指導
学生の就職活動において問題となっているのが、

せっかく就職したのに数年で退社をしてしまう学生

が多いということ。その理由の一つに、就職先と学

生のミスマッチが挙げられます。本学の場合は少人

数制ということもあり、教職員が学生一人ひとりの

個性や優れた点を把握しているといったアドバン

テージがあるのです。ピアノが上手な学生であれ

ば、そうした保育者を求めている園を紹介すると

いったことも行っています。就職先からの評価も高

く、卒業生たちも長く勤めているようです。また短

期大学の2年間で多くの知識を身につけるために

はしっかりと指導をする必要があるのですが、その

経験があるからこそ、学生たちは社会に出ても仕

事に前向きに取り組めるのだと思います。（井上）

副学長

石井 秀夫先生

教授　教務主任

里見 達也先生

教授 学生主任

三井 正人先生

教授　実習主任

藤巻 真由美先生

教授　就職主任

井上 聖子先生

高
校
生
の
み
な
さ
ん
へ
。
　

教
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
！

帝京学園短期大学のあゆみ

Hideo Ishii Tatsuya Satomi Mayumi Fujimaki Kiyoko Inoue Masato Mitsui
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城北幼稚園
〒400-0073　山梨県甲府市湯村3-4-5

佳里保育園
〒384-0303　長野県佐久市下小田切51-1

平成27年度卒業　城北幼稚園勤務

中村 理紗さん
Risa Nakamura

平成27年度卒業　佳里保育園勤務

小島 奈弘さん
Nayumi Kojima

早く社会に出たいという思いから、2年間で資格が取れる短期大学
を選びました。現在は幼稚園で年少クラスを担当しています。子ど
もたちは、まさに好奇心の塊。私が片足で立ったら一緒になって立
とうとするし、左利きなので左手でお箸を持つと、不思議がって真
似をしようとします。そうやって常に見られているので、いいお手本で
あろうという気持ちになりますね。また食べ物の好き嫌いをなくすよ
うな指導は大切ですが、無理に直そうとすると食事自体が嫌いに
なってしまうことも。一緒に練習
するなどの工夫でじっくりと直し
ていけるような、子どもたちとしっ
かりと向き合える幼稚園教諭が
私の理想です。そして、幼稚園
への登園を待ち遠しいと思って
もらえるような園にしたいと思っ
ています。

働き始めたばかりですが、学んだことのすべてが役立っています。
造形の授業では「何を作るか」だけでなく、「この年齢ではハサミを
使うのは危険ではないか」といったことまで考えたのですが、保育
の現場ではそうした配慮が日々欠かせません。一人の子どもの相
手をしながらも、他の子どもの様子を常に目の端で追うといったこ
とも、自然とできていると思います。毎日忙しく過ごしていますが、そ
うした中でも子どもが初めて立
ち上がった瞬間などに立ち会う
と、本当にうれしくなりますね。近
年は保育園にも障害のある子ど
もや国籍の異なる子どもが通う
という事例が増えていますが、分
け隔てなく関わることの大切さを、
子どもたちにも伝えていきたいと
思っています。

毎年ほぼ100%の就職率です。

社会で活躍する先輩たちの姿は、
数年後のあなたそのものです。

「個性」と「得意」を活かしたバックアップは
帝京学園短期大学ならでは
本学のキャリアサポート室では、学生が個性や得意分野を生かせる職場に

就職できるようバックアップを行っています。本学の強みは、入学直後から始

まる、マン・ツー・マン体制のきめ細やかな個人面談や進路別指導です。また、

自信をもって就職できるよう、現場の先生方や卒業生による講演や実技指導、

外部講師を招いてのマナー教室なども実施しています。

多数の卒業生が、県内外の幼児教育の現場で活躍しています：就職データ［過去3年間］
※非常勤採用

〈山梨県〉 ・伸芽保育園 ・北杜市保育所（＊） ・向徳舎 〈長野県〉 〈埼玉県〉

・あら川保育園 ・新生保育園 ・市川南幼稚園 ・スカイコート勝沼 ・諏訪日赤病院託児室 ・戸田第一幼稚園

・赤尾保育園 ・昭和保育園 ・小笠原幼稚園 ・信和会 ・佳里保育園

・池田保育園 ・玉幡保育園 ・かおり幼稚園 ・高原病院 ・豊岡村保育所 〈静岡県〉

・岩崎保育園 ・千野保育園 ・慶明幼稚園 ・千代田荘 ・こひつじ幼稚園 ・青木橋保育園

・塩山愛育園 ・東桂保育園 ・貢川幼稚園 ・手をつなぐ親の会

・大鎌田保育園 ・菜の花保育園 ・城北幼稚園 ・白州いずみの家 〈神奈川県〉 〈新潟県〉

・押原保育園 ・南西保育園 ・聖徳幼稚園 ・富士聖ヨハネ学園 ・あおば保育園 ・むつみ保育園

・大野山保育園 ・なでしこ保育園 ・田富みかさ幼稚園 ・フレンズ ・にじのいろ保育園

・加納岩保育園 ・第 2 なでしこ保育園 ・みだい幼稚園 ・美咲園

・かほる保育園 ・光 保育園 ・穴山の里 ・八ヶ岳名水会 〈東京都〉 〈海外〉

・木の花保育園 ・ファミーユ・ドゥ・フラール保育所 ・りんどうの里 ・国立保育会 ・帝京香港幼稚園

・クローバー保育園 ・富士桜学園 ・穴山の杜 ・ＪＡ梨北 ・ 敬愛保育園

・げんき夢保育園 ・宮前保育園 ・勝沼授産園 ・身曾岐神社 ・フェロー保育園

・国母保育園 ・友愛保育園 ・くぬぎの森 ・コムサデモード ・ポピンズ保育園

・境川保育園 ・竜王西保育園 ・甲府南ライフケアセンター ・ 啓明学園幼稚園

就職希望者に
対する割合

保育所

福祉施設

100% 66%

13%

幼稚園
16%

一般
企業

3% その他
2%

■ 就職先からの高い信頼
社会人としての広い視野やマナーが身につ
くよう、講演などを数多く実施しています。

■ 豊富な実習と模擬授業
保育に関する理論を基に、実習や模擬授業
を多数カリキュラムに盛り込んでいます。

■ 少人数制度で一人ひとりに目が届く
一人一つ以上、得意な保育技術を持つよう指
導。希望や能力に合った就職先を紹介します。

「幼稚園に通うのが待ち遠しい」と思ってもらえるように。

どんな子どもとも、分け隔てなく関われるように育てていきたい。

卒業生から
みなさんへ

平成28年5月1日現在

編入学制度も充実。
帝京大学グループ校への進学もスムーズ
本学在学中に新たな夢を見つけた学生や、本学で学んだことをさらに

追究したいと考える学生には、帝京大学グループの4年制大学への編

入学制度を用意しています。編入学先は、帝京科学大学、帝京大学、

帝京平成大学です。取得単位が認められ、2年次または3年次に編入

学できます。

● 各大学の2年次、もしくは3年次に編入学

帝京科学大学 帝京大学 帝京平成大学

グループ大学への進学にも有利 ！
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TOPICS

２年 間 の 学 び

2年間の授業と実習で取得できる免許・資格

幼稚園教諭
２種免許状

日々成長していく子どもたちを、自発的な遊びを中心に支援していく仕事です。子どもたちの成長

に接することは、自分自身の成長にもつながります。

保育士資格
子どもたちの生活を保護し配慮する仕事が保育士です。現在、国や自治体は多くの子育て支援策を

実施しています。男性保育士が活躍する場も増えています。

自然体験活動
 指導者

自然体験活動指導者養成講座に参加すると自然体験活動指導者としてNPO法人自然体験活動推

進協議会に登録できます。子どもたちにも自然に対する幅広い体験を伝えることができます。

児童厚生
二級指導員資格

児童館や児童センターなどの児童厚生施設で、遊びを中心に指導を行い、児童の自主性や社会性・

創造性を高め、地域で児童が健全に育つよう援助します

ピアヘルパー
認定試験受験資格

青年や学生が抱える悩みを、解決に導いていく資格です。教育カウンセラーなどの専門家をサポー

トしながら、進路・人間関係などの相談にのるほか、不登校や障害のある子どもの支援も行います。

社会福祉主事
任用資格

各種行政機関の福祉職員として働くために必要な資格です。保護・援助を必要とする人のために、

相談・指導・援助といった業務を担当します。

帝京学園短期大学での2年間の学びの軸と

なるのが、豊富な学外実習です。教養科目

や保健体育科目といった基礎科目を学んだ

上で実習を体験。保育園や幼稚園、福祉施

設といったさまざまな現場で、専門科目で学

んだ知識や技術を実践することで、理解を

深めていきます。こうしたカリキュラムを通

して、社会が必要とする保育のプロを育成

しています。

カリキュラム

昨年度の海外研修先は、アジア経済の中心的役割を果たす香港
でした。平成28年2月23日から27日までの4泊5日、参加学生
は1・2年生10名でした。研修先は帝京大学グループの帝京香
港幼稚園。学生たちは各クラスに分かれて、見学体験実習をさ
せていただきました。また、事前に準備していった手遊びやエ
プロンシアター、ダンスなどを子どもたちに披露し、子どもた

ちもその楽しい演目に目をキラキラと輝かせて楽しんでくれました。さらに地元の幼稚園も見学し、
その違いについても学びました。夜は、本学卒業生の教員を交えた歓談に大いに盛り上がるといっ
たイベントも。学生たちは日本を離れて活躍されている先輩たちの言葉やアドバイスに、真剣に耳
を傾けていました。保育者としての見聞を広げるいい機会となった今回の海外研修。学生一人ひと
りが抱く将来の目標を、さらに高いものへと押し上げてくれたはずです。

海外研修

資格・免許取得一覧

専
門
科
目
（
講
義
系
）

資格取得

卒業

保育実習

保育実習

教育実習
幼稚園

教養科目 保健体育科目

保育所 /施設

保育所

実習
指導

児童館IIIII

専
門
科
目
（
演
習
系
）

（
実
技
・
実
習
系
） I

実習
指導

学生募集要項は有料ですか？

大学案内パンフレット・学生募集要項・出願書類・送料ともすべて無料です。

男子学生の割合はどの位ですか？

毎年学年全体の2割位が男子学生です。

小淵沢駅から短大までの交通手段は何ですか？

小淵沢駅から短大まで、朝と帰りに無料のバスがでます。徒歩でも10分程度です。

車で通学できますか？

本学敷地内には学生駐車場が完備しています。駐車場利用を申請すれば利用できます。駐車料は無料です。

面接時に、注意すべき点は何ですか？

面接で重要視する項目の一つは、「本学に進学するにあたって、目的意識が明確であるか」ということです。また、
保育者として大切なことは、子どもの前では明るく元気でいることです。難しい質問はしませんので、緊張すること
なく、自分自身の考えを自分の言葉で話すよう心がけてください。

合格したら、入学までに学んでおいた方が良いことは何ですか？

基本的には、高校までの学習をしっかり行うことです。特に実習や保育の現場では、文章を書くことが多いので、誤
字・脱字がないよう日頃から文章を書くことに慣れておいてください。

奨学金制度はありますか？

日本学生支援機構の奨学金制度があります。学費の支払いが困難であると認められる場合は、選考の上、奨学生と
して学費の貸与を受けることができます。またジャックスと提携し、本学特別レートの教育ローンの利用も可能です。
■独立行政法人日本学生支援機構
●第一種（無利子）対象：特に優れた学生で経済的理由により著しく就学困難な者
●第二種（有利子）対象：第一種奨学金より緩やかな基準によって選考された者
　なお、入学前に奨学金を申し込む「予約採用」という採用方法があります。入学する前年に在学する学校の奨学金窓口に

申し出てください。予約採用され、入学後に手続きすれば、5月から奨学金が支給されます。

アルバイトの斡旋はありますか？

本学へ求人票が送られてきます。その他、保育科ならではの幼稚園・保育所・児童館などでのアルバイトもあります。

よくある質問

平成28年度より、文部科学省の事業の一環である「やまなし未来
創造教育プログラム」がスタートし、近隣の11大学で単位互換制度

が導入されました。本学は「子育て支援」コースの幹事校としてセン

ター的役割を担っていきます。

本学は

コースの幹事校!
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ライフスタイルと毎月の費用

通学時間は、予習復習などに有効活用
自宅から、毎日1時間半をかけて通学しています。
高校時代よりも通学時間は長くなりましたが、電
車の中では音楽を聴いたり、授業の予習や復習
をしたり、友人と話しをしたりして過ごしていま
す。家族のサポートを受けながら勉強に集中し、
充実した大学生活が送れるのも自宅通学ならで
はだと思います。

AM6:20＞起床
▼

AM7:23＞常永駅より乗車
▼

AM8:30＞無料バスで登校
▼

AM9:00＞講義開始
▼

PM4:00＞講義終了、サークル活動
▼

PM8:00＞帰宅

 【無料バス】
本学では、小淵沢駅から短大まで往復の無料

バスを運行しています。また駅から本学までは、

徒歩でも約10分です。

自宅から電車＆バス通学

通学交通費

定期券：1ヵ月12,110円
（JR身延線 「常永駅～小淵沢駅」を利用）

山梨県・甲府市立甲府商業高等学校 2年次

長倉 里奈さん
Rina Nagakura

自由と共に手に入れた、メリハリのある生活
入学を機に親元を離れ、アパートでの一人暮らし
を始めました。家賃5万円は平均よりも高いかも
しれません。ただ、リビングと寝室を別にしたかっ
たので、現在の部屋に決めました。一人暮らしは
気楽ですが、掃除や洗濯も自分でしなければなら
ず、最初は苦労しました。けれども生活にメリハリ
が生まれたし、お金の管理もできるようになった
と思います。休日には甲府へショッピングに行く
こともあり、一人暮らしを満喫しています。

AM7:00＞起床
▼

AM7:58＞塩崎駅より乗車
▼

AM8:30＞無料バスで学校へ
▼

AM9:00＞講義開始
▼

PM4:00＞講義終了、サークル活動
▼

PM8:00＞帰宅

 【学生のマイカー通学】
本学の敷地内には学生のための広大な駐車

場があります。申請すれば無料で利用できます。

アパートで一人暮らし

毎月の家賃

50,000円
水道光熱費約7,000円

長野県・箕輪進修高等学校出身 2年次

有賀 遼さん
Ryo Aruga

AM7:00＞起床
▼

AM8:45＞登校
▼

AM9:00＞講義開始
▼

PM4:00＞講義終了、サークル活動
▼

PM6:00＞帰宅

同級生がそばにいる、という心強さ
自宅が八王子市で通学が難しく、一人暮らしをす
る自信もあまりなかったことで、寮生活を選びま
した。実際に入寮してみると、校舎のすぐ近くに
寮があるため通学は1～2分。部屋も生活するに
は十分な広さがあるし、ピアノの練習室なども設
置されています。何より寮の仲間と一緒に食べ
る夕食は、とても楽しいですね。同級生がそばに
いる環境は、万が一風邪をひいたりしても心強
いと思います。

 【学生寮】
女子寮「しらぎく寮」は、バス・トイレ付き個室に

水道代込み１ヵ月0円（電気代別）。寮監が常

駐し、セコムも完備しています。

「しらぎく寮」で寮生活

毎月の食費（一日三食）

35,000円
（平成２９年度より）

東京都・立川女子高等学校出身 1年次

市川 千鶴さん
Chizuru Ichikawa

学 生 サ ポ ート

日々の悩みや不安を解消する場として。カウンセラーが相談に応じます

学生が直面している学内外の生活、心理的な
問題に対応する相談員として、本学の心理学
系専任教員2名と外部カウンセラー1名がカウ
ンセリングを担当しています。相談の申し込み
に応じてカウンセリング室にて対応します。心
身ともに学生の健康をバックアップしています。

カウンセリング

初年度納入金

日本私立短期大学協会※ H27年度 1,260,855円

本学 H29年度入学生 1,093,600円

学納金
納入金を抑えて学費の負担をサポート！

奨学金やローンも、お気軽にご相談ください
納入金は、入学金（入学時のみ）、授業料、施設拡充費、後援会入会金（入学時のみ）、後援会費、教育充
実費、教材・実習費の前期・後期合わせて1,093,600円。学生募集要項に記載されている以外の納入金、
学債の発行、寄付金の徴収は一切ありません。

寮　費
本学は、学生の便宜を図る目的で、

短大の敷地内に女子学生寮を完備しています
寮は学生担当の管理のもと、寮監、寮長のほか、本学の教職員も学生たちの相談、指導に当たっています。
寮は全室個室で、食事は基本的に毎日三食出ます。
入寮希望者には入学手続き時に、入寮関係用紙を郵送します。
※入寮にあたっては条件があります。詳しくは本学までお問い合わせください。

※男子学生でアパートなどの希望者には、本学にて紹介しますので、お申し出ください。

寮　費

入寮費（全室） 0円

　 寮費（毎月の家賃・水道費含む） 0円
（電気代のみ別途かかります）

食費（三食） 月　３５，０００円

※私立短期大学の入学初年度納付金平均額




