
〒890-8565 鹿児島市高麗町6-9（ナポリ通り）
TEL：099-254-9191  FAX：099-254-5914
E-mail：nyushi@jkajyo.ac.jp   URL：http://www.jkajyo.ac.jp

発
見
、鹿
女
短
。

鹿
児
島
女
子
短
期
大
学



みなさん、こんにちは。

いきなりですが、みなさんは鹿児島女子短期大学って知っていますか？

「鹿女短」って言えば名前は知っている方もたくさんいらっしゃるか

もしれません。

「どんな学校なのかはあんまり…」というそこのあなた。

このガイドブックはみなさんが知らなかった鹿児島女子短期大学の

魅力をはじめ、みなさんの夢につながる多くの発見が詰まっています。

この一冊で、鹿女短のことを知り、みなさん一人ひとりの明るい未来へ

つながるヒントを発見してください。

鹿女短を発見しよう！ Discover
   Kajotan
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DISCOVERDISCOVER  KAJOTAN KAJOTAN !!
～ 数字で発見 !  鹿児島女子短期大学  ～

鹿女短のことがよくわかる、
鹿児島女子短期大学にまつわる数字をご紹介 !

※令和2年5月1日時点

創立 年55
1人ひとりの夢を
叶える学科･専攻･コースが

サークル数28

就職率98.4%

取得可能な
資格数

24 個室の
ピアノ練習室

37部屋
学生利用可の
PC台数

148台

約900m

鹿児島
中央駅から

学生数623名 教職員数138名

5つ

36,788名

卒業生数

約169,000冊
蔵書数

1960（昭和35）年開設の幼稚園教員養成所を前
身に1965（昭和40）年に開学し、半世紀にわたり
鹿児島とともに歩みを進めてきました。

鹿児島女子短期大学には、みなさんの目標に合わせて
バラエティ豊かな5つの学科・専攻・コースと専攻科があります。

体育系7、文化系21にも及ぶサークル数があります。
バレー部は九州大学1部リーグに所属する強豪です。

県内でもトップクラスの就職率を
誇る鹿女短。その数字は地域から
の信頼の証です。

鹿女短では全学科合計で24もの
資格を取得することが可能 ! 資格
取得で将来の可能性を広げること
ができます。

個室のピアノ練習室が37部屋もあ
り、ピアノが苦手な人でもじっくり、
ゆっくり練習することができます。

鹿女短には学生が利用できるパソ
コンがなんと148台もあります !　
就職活動の際に役立つPCスキル
をじっくり修得することができます。

鹿女短から鹿児島中央駅までは徒歩圏内 !ナポリ
通りの街路樹を見ながら歩けばあっという間です。

鹿児島県内を中心に、近隣の宮崎県や熊本県な
どからも学生が集まり一緒に学んでいます。

専任の教職員に加え、非常勤の講師を含めて
100人を超える人数で、学生の学びや生活を
手厚くサポートしています。

3万6千人を超える卒業生は全国で活躍しています。
「鹿女短の卒業生なら間違いない !」と多くの企業
や地域から信頼されています。

鹿女短の附属図書館は、九州でもトップクラスの
約17万冊におよぶ蔵書数を誇ります。

「児童教育･保育を理解した小学校教諭」、
「小学校教育を見通した保育者」をめざす
コースです。教育･保育･福祉のスペシャリ
ストを養成します。

●小学校
●幼稚園
●保育所
●認定こども園
●乳児院
●児童養護施設
●障害児（者）福祉施設
●4年制大学編入
　など

●高齢者福祉施設
●障害者（児）福祉施設
●病院等の医療機関
●4年制大学編入
　など

●病院等の医療機関
●保育所
●学校（栄養教諭）
●食品関係企業
●専攻科進学
●4年制大学編入
　など

●一般事務･医療事務
●販売･営業
●観光関連
●公務員
●図書館司書
●4年制大学編入
　など

●小学校
●幼稚園
●保育所
●病院等の医療機関
　など

質の高い教育を通して、社会に貢献できる
介護福祉のスペシャリストをめざします。卒
業と同時に、介護福祉士国家試験受験資格
を取得できます。

「保育･幼児教育」と「児童福祉」を学び、
専門的知識および技術を修得します。充実
した実習と保育研修を通して、実践力を磨
き、保育と幼児教育のスペシャリストを養成
します。

健康の基盤である「食物」と「栄養」につい
ての専門知識と技術を身につけ、給食実務
に強く、的確な栄養指導と食教育ができる
「食」のプロフェッショナルをめざします。

教養を深める「リベラルアーツ」と、ビジネ
ス･PCなどの実務能力を磨く「3つのフィー
ルド」を通し、幅広い進路で活躍できる人
材を育成します。ビジネス、情報、医療事
務、司書など多様な資格を取得できます。

少人数制ゼミナール形式の授業がメインで、
各自で設定した学習テーマに取り組む特別
研究が専攻科の特徴です。専門知識を高
め、各分野のスペシャリストをめざします。

学科 ･ 専攻 ･ コース

児童教育学科

学習内容 将来のステージ

小･幼･保
コース

幼･保
コース

生活科学科

教養学科

専 攻 科

生活福祉
専  攻

児童教育専攻

P8

P14

P22

P28

P35

P49

食物栄養学
専  攻

学びのフィールド

●ビジネス・コミュニケーション
●メディア・クリエイティブ
●キャリア・アドバンス

食物栄養専攻

資格
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DISCOVERDISCOVER  KAJOTAN KAJOTAN !! こんなところに     鹿女短のセンパイ! 3万6千人を超える鹿女短の卒業生はさまざまな
職場で活躍しています。みなさんの知っている
あんな施設やこんな会社にも…!?

鹿女短のセンパイ!  05

鹿女短のセンパイ!  02

鹿女短のセンパイ!  07 鹿女短のセンパイ!  09 鹿女短のセンパイ!  11鹿女短のセンパイ!  03

鹿女短のセンパイ!  08 鹿女短のセンパイ!  10 鹿女短のセンパイ!  12鹿女短のセンパイ!  04

鹿女短のセンパイ!  01　

鹿女短のセンパイ!  06

平成30年度卒　生活科学科 生活福祉専攻
福元 三枝子さん

平成30年度卒　児童教育学科 小・幼・保コース
尾原 茉央さん

平成28年度  専攻科 食物栄養専攻卒
平成25年度  生活科学科 食物栄養学専攻卒

野中 優里さん

平成30年度卒　教養学科
中間 愛莉さん

平成30年度卒　教養学科 

辻 愛生さん
平成30年度卒　児童教育学科 幼･保コース

奥野 茉優さん

平成28年度卒　生活科学科 食物栄養学専攻
松本 彩里さん

平成27年度卒　教養学科 

坊野 春佳さん
平成30年度卒　教養学科

 友梨香さん

平成30年度卒　児童教育学科
右：田中 千佳さん（小･幼･保コース）
左：石坂 菜々子さん（幼･保コース）

令和元年度卒　児童教育学科 小･幼･保コース
八木  紀香さん

平成30年度卒　生活科学科 生活福祉専攻
登山 ももかさん

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

現在のお仕事

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

お仕事について一言 !

社会福祉法人野の花会 夢のみずうみ村
アルテンハイムデイサービスセンター

（南さつま市）

鹿児島県社会福祉事業団  同胞保育園
（鹿児島市）

医療法人徳洲会 山川病院 （指宿市）

管理栄養士

社会医療法人緑泉会 米盛病院
（鹿児島市）

鹿児島空港ビルディング株式会社
（霧島市）

児童養護施設  慈光園 （曽於市）

保育士

だるま保育園 （出水市）

鹿児島女子短期大学附属図書館
（鹿児島市）

株式会社 山形屋 （鹿児島市）

鹿児島女子短期大学附属 すみれ幼稚園
（鹿児島市）
幼稚園教諭

十島村立 宝島小学校
小学校教諭

やまびこ医療福祉センター （鹿児島市）

介護福祉士

全国に5ヵ所しかない「夢のみずうみ村デイサービス」
で生活相談員をしています。自立支援と脳活性に繋
がるプログラムは素晴らしく、一斉に皆で行動せず「み
んな違ってみんないい。」がモットーです。住み慣れ
た家のようにお過ごしいただけるよう努力の毎日です。

様々な施設で働くことができる鹿児島県社
会福祉事業団の運営する同胞保育園で働
いています。先輩の先生方も優しく、かわい
い子どもたちに囲まれ、充実した日々を送っ
ています。

献立の作成や食材の発注といった給食管
理業務を主に担当しています。また、患者
様の栄養管理や栄養指導も行います。忙し
い毎日ですが、患者様からいただく「美味し
い」の一言が励みになっています。

人材開発室という部署に所属しており、採
用活動と人員管理を行っています。どちら
も一人ひとりの人生の転換期に関わる仕事
なので、責任も重大ですが、同時にやりが
いも感じています。

国内外問わず、日々、さまざまなお客様のお
問い合わせに対応しており、慌ただしい毎
日ですが、対応後に笑顔でご出発されるお
客様をお見かけした時などは、とてもやりが
いを感じることができます。

児童養護施設で保育士として仕事をしています。2年
次の施設実習で実習をさせて頂いた際に、施設の実
態･仕事について学び強く惹かれこちらでの就職を決
めました。子どもたちの生活の支援を行いながら子ど
もたちと喜怒哀楽を共有できることがやりがいです。

栄養士業務はもちろんですが、実際に保育
室に入り、保育業務にも携わるので、子ども
たちと接する機会が多い仕事です。子どもた
ちの顔を思い浮かべながら毎日の給食づく
りができることにとてもやりがいを感じます。

母校である鹿児島女子短期大学の附属図
書館で、夢だった司書の仕事に就くことが
でき、毎日が幸せです。知識も技術もまだ
まだ未熟ですが、快適な図書館になるよう
日々、勉強をしています。

鹿児島と共に歩んできた会社の一員として
日々、たくさんのお客様と出会い、触れ合っ
ています。お客様からいただく感謝の言葉
が私の支えとなり、毎日やりがいを感じなが
ら仕事をしています。

田中 ： 附属幼稚園で年中組の担任をしています。忙
しい中にも園での生活にも慣れてきて、大きく成長
する子どもに日々、驚いています。石坂 ： 私は年少
の担任をしています。集団生活を少しずつ覚えて、
一歩一歩成長している子どもに毎日感動しています。

小学校の教員をしています。小学校での教
育実習に参加したことで、この仕事の楽し
さを実感しました。児童の毎日の成長を感
じられることにやりがいを感じています !

障害児入所施設と病院機能を併せ持った
施設で介護福祉士として働きがいのある毎
日を送っています。短大で学んだことを活か
して、利用者一人ひとりの皆さんが快適な生
活を送ることができるよう心がけています。

生活福祉専攻だけでなく、
他の学科･コースでも 

社会人入学生が学んでいる!

鹿女短での発見 !

先生との距離が近い !
どんなときも親身に
なってくれます。

鹿女短での発見 !

厨房設備が整っていて、
学生時代に様々な機器を

使用できる !

鹿女短での発見 !

親身になってくれる先生がた
くさん! 就職が決まったとき
には一緒に喜んでくれました。

鹿女短での発見 !

アットホームな短大 ! 担任の
先生だけでなく、多くの先生
方が親身に接してくださいます。

鹿女短での発見 !

鹿児島での就職率が
高い !  仕事に役立つ
実践力が身につく!

鹿女短での発見 !

先生と学生の距離が近い!
公私ともに支えてくれる先生
方が多くいらっしゃいます。

鹿女短での発見 !

取得できる資格がたくさん! 
様々な資格取得に向けての
サーポート体制にびっくり!

鹿女短での発見 !

入学から卒業まで短大全体の親
身なサポート! 充実した楽しい学
生生活を送ることができました。

鹿女短での発見 !

実践的な講義が多く、
仕事にも即活かせます !

鹿女短での発見 !

学校行事が多く、仲間と
充実した日 を々送れる!

教員採用試験の対策が丁寧 !

鹿女短での発見 !

とにかく学食がおいしい !
毎日お昼が楽しみでした。

鹿女短での発見 !

発見!

生活相談員

栄養士

大学事務職員（司書）

販売職

一般事務

案内職

保育士
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ADMISSION POLICY　［ アドミッションポリシー ］ 

児童教育学科

小･幼･保コース

　　小･幼･保コース P 8 　　幼･保コース P 14

子どもの成長・発達に関わる
実践力を身につける。
子どもの成長にとって重要な乳幼児期及び学齢児童期における教育と福祉に関わる専
門的な知識･技術と豊かな情操及び高い倫理観をもち、実践的能力を身につけた幼稚
園教諭･小学校教諭･保育士の養成を目的としています。

「幼児教育･保育を理解した小学校教諭」「小学校教育を見通
した保育者」をめざすコースです。教育･保育･福祉のスペシャ
リストを養成します。

●小学校教諭二種免許状
●幼稚園教諭二種免許状
●保育士証
●司書教諭資格
●社会福祉主事任用資格
●ピアヘルパー受験資格
●日本茶アドバイザー資格認定証

■  高等学校等の教育における基礎的な知識･技能を有し、子どもの成長･発達に関わる
専門性を身につけようとする人

■  本学の教養教育･専門教育に十分対応できる思考力･判断力･表現力を有し、教育
･保育の課題解決に取り組む基礎的な資質を持つ人

■  学校内外での諸活動において意欲や協調性をもって物事に取り組んできた人

取得できる免許･資格

榊 日菜子さん（南大隅高校出身）

児童教育学科
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児童教育学科
小･幼･保コース 2年間の流れ

学
習
の
流
れ

一
般
教
養

科
目

選
択
科
目

専
門
科
目

実
習
･
研
修

1年  前期 2年  前期1年  後期 2年  後期 卒  業

教育･保育に関する基本的な知識や技術を学ぶ

小･幼･保コースでは、小学校教諭･幼稚園教諭･保育士と
しての資質向上を図るために研修とキャリア教育を行います。
また、免許資格取得の必要条件として、小学校、幼稚園、
保育所、児童福祉施設で計5回の実習があります。

実践を積み知識や技術を深め、幅を広げる 専門的な指導力を修得し、それを実践する力を身につける 教育･保育現場の課題解決に必要な能力を身につける

P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照

   ･････ 教職概論　教育心理学 
社会福祉　情報機器演習

  のみ ･･･教育制度論
 のみ ･････ 音楽　図画工作　算数科指導法 

社会科指導法
 のみ ･･･ 幼児と表現　幼児と言葉　幼児と健康 

保育内容（言葉）の指導法 
保育原理　保育の方法･技術

 のみ ･････ 保育の心理学　子どもの保健 
乳児保育Ⅰ

   ･････教育原理　特別支援教育･保育
  のみ ･･･ 幼稚園教育実習 Ⅰ指導 

幼稚園教育実習 Ⅰ
 のみ ･････ 国語科指導法　音楽科指導法 

図画工作科指導法　教育の方法･技術 
生徒指導･進路指導

  のみ ･･･ 保育内容（環境）の指導法 
保育内容（表現）の指導法

 のみ ･････ 保育者論　子ども家庭福祉 
子どもの理解と援助 
子どもの健康と安全 
社会的養護Ⅰ　乳児保育Ⅱ  
保育所実習Ⅰ指導　保育所実習 Ⅰ

   ･････ 教育相談 
教育課程･保育計画の意義と編成･評価

 のみ ･････ 算数　体育　生活　外国語　理科指導法 
道徳教育の指導法　特別活動の指導法　
小学校教育実習指導　小学校教育実習

  のみ ･･･ 幼児と環境　幼児と人間関係 
保育内容（健康）の指導法

 のみ ･････ 子どもの食と栄養　社会的養護Ⅱ 
保育所実習Ⅱ指導　保育所実習Ⅱ 
施設実習 Ⅰ指導　施設実習 Ⅰ 
施設実習Ⅱ　施設実習Ⅱ指導

 のみ ･････ 国語（書写を含む）　理科　社会 
家庭　生活科指導法　家庭科指導法 
体育科指導法　外国語指導法 
総合的な学習の時間の指導法 
小学校教職実践演習

  のみ ･･･ 保育内容総論 
保育内容（人間関係）の指導法 
幼児理解　保育･教職実践演習

 のみ ･････ 子育て支援　子ども家庭支援の心理学 
子ども家庭支援論 

家族関係論 生涯学習論 子どもと身体表現
カウンセリング入門 子どもと音楽Ⅳ
環境教育演習（集中講義） 学習指導と学校図書館 
情報メディアの活用 読書と豊かな人間性

教師と法 子どもと運動遊び
子どもと音楽Ⅲ 子どもと造形Ⅱ
学校図書館メディアの構成 学校経営と学校図書館

子どもと人権　子どもと音楽Ⅱ子どもと音楽 Ⅰ　子どもと造形 Ⅰ

 ＝ 小学校教諭二種免許状必修科目　  ＝ 幼稚園教諭免許状必修科目　  ＝ 保育士証必修科目

7月 11月

8月

9月

6月 12月

2月

研 修   児教子どもフェスティバル（六月灯）
遊びの工夫や幼児との関わりを体験的に学ぶ。

実 習   幼稚園教育実習 Ⅰ
本学の附属幼稚園で基本実習を行う。

実 習   保育所実習Ⅱ※

2年次の8月に保育所実習 Ⅰと同じ施設で行い
ます。子どもの成長を感じながら、更に保育者
としての資質、技能、実践力を高めます。

実 習   施設実習 Ⅰ ･ 施設実習Ⅱ

実 習   小学校教育実習
子どもとの関わりや教師の役割を学ぶ。

研 修   児教子どもフェスティバル（舞台劇）
子どもを対象に舞台劇をはじめとした発表
を行い、保育者としての実践力を身につける。

実 習   保育所実習Ⅰ
地元の保育所で保育を体験的に学ぶ。

施設実習Ⅱは実習Ⅰを踏まえ実践力を身につける。

　　　 免許･資格取得に向け、2年間で計5回、いずれも2週間
程の実習があり、小学校教諭･幼稚園教諭･保育士とし
て必要な資質を養成します。  

　　　※保育所実習Ⅱ、施設実習Ⅱは、いずれかを選択

　　　 小学校教諭･幼稚園教諭･保育士として必要な資質向
上のため、地域の子どもたちを対象に2年間で2回の研修
を実施予定です。

児教子どもフェスティバル（六月灯）
１年次７月に、近隣の子どもたちを招いて鹿児島の夏祭り
をモチーフとしたお店屋さんを展開します。幼児に合わせ
た遊びを企画し、行事を運営する力を養います。

1年次の11～12月に附
属幼稚園で１クラス複数
の学生と共に初めての実
習を行い、園での子ども
の生活や先生方の保育
を観察し自身の保育に
繋げます。

2年次9～10月（施設実習
を2回選択する学生は2
年次8月に実施）に福祉
施設で2週間の実習を行
い、多様な子ども･利用
者の理解に努め、適切な
関わりについて学びます。
※写真は実習前の事前学習の様子。

1年次の2月に行われる実
習で、保育所の役割や保
育者の職務、子ども理解
と援助など、現場での基
本的保育について体験的
に学びます。

2年次12月に2年間の総まとめとして、子どもたちを対象
にした舞台劇やオペレッタ等を披露します。各ホーム一
丸となり、台本作成や大道具･衣装の製作を行い、音
響や照明なども駆使しながら作り上げる研修です。

2年次の6月に現場の先
生方から授業のあり方
を学んだり、児童との交
流を通して教育観・児童
観を作り上げたりする、
感動いっぱいの実習で
す。

実習

研修

※ 保育所実習Ⅱ（2年次8月）・施設実習Ⅱ（2年次9・10月）のどちらか1つを選択必修。

小･幼･保コースではどのような2年間を過ごすのでしょうか?
ここでは、2年間でみなさんが夢を叶えるためのカリキュラムや
実習、鹿女短ならではの研修をご紹介します。
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小･幼･保コースの 多彩な授業 小･幼･保コースの 卒業後の進路
即戦力を発揮できる小学校教諭・幼稚園教諭・保育士となれるよう、

子どもについての多彩な授業が展開されています。
子どもを多面的に理解し、心豊かに受け止める感性を磨きます。

幼児と表現

国語科指導法

外国語指導法

子どもの健康と安全

保育内容（環境）の指導法

音 楽

保育現場での表現の意義を学び、体験を通して実践力
や活動の意義を理解します。

「話す、聞く、読む、書く」活動を通して国語を教えるた
めの知識や指導力を身につけます。

　もともと、子どもと関わること
が好きだったので、2年間で小
学校教諭・幼稚園教諭・保育士
の3つの資格がとれる小・幼・保
コースが私にピッタリだと思い
入学しました。
　子どもと関わることが好きと
いう想いがある方はぜひ、小・
幼・保コースをおすすめします !

　それぞれの夢の実現のために、学年の
垣根を越えてお互いの良いところを発揮し
て助け合う、それが「小・幼・保コース」です。
　子どもに携わる教育・保育・福祉のどの
進路に進もうか悩んでいる人、児童福祉
の視点を踏まえた小学校教員をめざす人
におすすめです。教員も夢に向かうみなさ
んを一緒になってサポートしていきます。
　子どもたちの成長、発達を支える職業
に携わる仲間と一緒に短大生活を過ごし
てみませんか。

小・幼・保コースは
こんなコースです !

児童に外国語を教えるための基本的な知識を学んだ上
で、模擬授業を通して指導力を高めます。

子どもの健康管理と安全管理に係る保健活動について、
観察ポイントや応急処置を実践を通して学びます。

幼児を取り巻く環境へ幼児がかかわる意義、その中で
保育者が果たすべき役割についての理論を学びます。

グループ毎に行う幼児曲の弾き歌いの発表や、個別のピ
アノレッスンを通して保育の基礎的音楽技能を高めます。

在学生メッセージ

Student's voice

教員メッセージ

T  eacher's voice

髙瀬 歩 さん 
（加治木高校出身）

横峯 孝昭 准教授 
小・幼・保コース主任

就職先

就職先

就職先

　私は保育所実習で実習先であったこども園への就職を志望しました。実
習を通して、保育環境や保育内容、一日の流れを把握することができ、私が
したいと思える保育ができると思ったからです。4月からたくさんの子どもたち
と全力で活動し、笑顔いっぱい元気いっぱいで子どもと共に成長できる先生
になれるよう頑張りたいと思います。

　講義を通して、施設や障害児の療育に興味を持つようになりました。実習
で実際に療育の一部を経験したことで、さらにこの分野に進みたいという気
持ちが強くなり、実習先の施設から内定をいただくことができました。就職
活動は療育や福祉分野を専門に持つ先生方に面接対策をしていただくなど、
より専門的な対策をしました。

　教師である親の姿を見て小学校教諭に憧れ、鹿女短を選びました。教員
採用試験は大変なこともありましたが、鹿女短の先生方の姿から、「私もこ
んな先生になりたい」という目標を持つことができました。一人ひとりとしっ
かり向き合い、可能性を最大限に引き出して伸ばすことができる教師になり
たいです。

肥後 珠奈 さん （国分高校出身）

野中 杏桃 さん （出水高校出身）

平國 佳菜実 さん （川内高校出身）

宮内認定こども園

デイ支援センター  みんなの力

鹿児島県小学校教諭

小学校教諭 
【鹿児島県】 姶良市立重富小学校　指宿市立柳田小学校　　【熊本県】 合志市立西合志中央小学校
小学校教諭（臨時的任用教員） 
【鹿児島県】  曽於市立岩北小学校 瀬戸内町立与路小学校 瀬戸内町立西阿室小学校　 

西之表市立国上小学校 十島村立宝島小学校
【神奈川県】 横浜市立葛野小学校
地方公務員 
【鹿児島市】鹿児島市職員（保育士）
保育所 
【鹿児島市】 影原保育園　伊敷保育園　なかよし夢ほいくえん
【指  宿  市】 新西方保育園　川尻保育園
【鹿  屋  市】 松下保育園
認定こども園 
【鹿児島市】 錦城幼稚園 【南九州市】 おののもりこども園 【薩摩川内市】 川内すわこども園
【出  水  市】 慈光幼稚園 【曽  於   郡】 大崎幼稚園 【霧　島　市】 宮内認定こども園
【西之表市】 きりすとこども園 【宮  崎  県】 稗田保育園
福祉施設 
【鹿児島市】 敬和会サポートセンターら･フロレゾン　【出水市】 デイ支援センターみんなの力

主な進路先  （令和元年度）進路状況  （平成30年度 － 令和元年度）

小学校

35%

保育所

35%

認定こども園

14%

福祉施設
8%

幼稚園5% 地方公務員3%
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幼･保コース
「保育･幼児教育」と「児童福祉」を学び、専門的知識および技
術を習得します。充実した実習と保育研修を通して実践力を磨き、
保育と幼児教育のスペシャリストを養成します。

●幼稚園教諭二種免許状
●保育士証
●認定絵本士
●社会福祉主事任用資格
●ピアヘルパー受験資格
●日本茶アドバイザー資格認定証

取得できる免許･資格

戸島 桃花さん（出水中央高校出身）

児童教育学科

講座受講者インタビュー

OGインタビュー

本学では、教員採用試験対策講座を行っています。一次試験対策講座は在学生対象、 
二次試験対策講座は在学生だけでなく、希望があれば卒業生の受講も可能です。

八木 紀香 さん（鹿児島玉龍高校出身）

肝付 かれん さん（尚志館高校出身）
千葉市立小中台南小学校

Q. 教員採用試験対策講座では、 
どんなことを学びましたか?

A.教採の過去問を解き、例年の問題
の出題傾向を知ることができました。過
去問を繰り返し解くことで、自分の苦手
分野を把握し対策へつなげられたと思
います。分からないことは先生方や友
人に質問することができたので、講座が
あって助かりました。

Q. 講座で特に印象に残っているのは 
何ですか?

A.苦手な理数科目を先生方や友人と
問題を出し合い、楽しく勉強できたこと
が大きかったです。また、二次試験対策
の体育実技、英語での自己紹介、グルー
プ討議、面接などの対策を先生方が時
間を割いてしてくださり、とても充実した
試験対策をすることができました。

Q. 講座を受けての感想を 
教えてください。

A.教採試験で出題される教科をすべて学
べ、先生方が要点をしぼってポイントを押
さえてくださり、効率の良い勉強をするこ
とができました。教採試験へ向けて、先生
方が応援してくださったおかげで、一人で
勉強する以上に意欲を持って試験対策に
励むことができました。

Q. 教員採用試験の勉強は 
大変でしたか?

A.卒業直後の試験に不合格となり、と
ても悔しく、「来年は絶対に本採用にな
るんだ」という思いで受験勉強に取り
組みました。小学校の教員（期限付き）
の仕事をしながら、試験対策をしました
が、仕事との両立がとても大変でした。

Q. 教師としてどのようなことを 
心掛けていますか?

A.子どもたちと真剣に向き合うというこ
とです。子どもから「叱ってくれてありが
とう。先生大好き」という手紙をもらっ
て、私の思いをしっかり受けとめてもら
えたんだなと嬉しく思いました。

Q. 鹿女短で学んで 
良かったですか?

A.短大卒業ということで、いち早く現場に
立つことができたのは大きかったです。短
大の先生方の指導は今でも活きています。
「鹿女短卒」だからこそ、私は千葉市の教
員採用試験に合格することができたと思っ
ています。

教員採
用試験対策

鹿女短で小学校の先生をめざそう !
鹿女短では、小学校教諭二種免許状を取得することが可能です。

幼児教育から小学校教育まで、幅広い年齢を理解した小学校教員を目指すことができます。

2年次の6月には小学校での教育実
習があります。クラスの運営や授業
のあり方を学びます。

鹿児島市内の小学校を訪問。実際
の授業を参観し、教育現場を体験。
教育実習や就職後に活かします。

試験教科別の対策だけでなく、面接
や実技の対策も行います。二次試験
対策は卒業生も受講可能。

POINT 1 POINT 2 POINT 3

小学校での教育実習小学校現場を感じる授業参観 手厚い教員採用試験対策

先輩に聞きました !

卒業生に聞きました !
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児童教育学科
幼･保コース 2年間の流れ

学
習
の
流
れ

一
般
教
養

科
目

選
択
科
目

専
門
科
目

実
習
･
研
修

1年  前期 2年  前期1年  後期 2年  後期 卒  業

教育･保育に関する基本的な知識や技術を学ぶ

幼稚園教諭･保育士としての資質向上を図るために、子どもと
関わる研修（児教子どもフェスティバル）とキャリアガイダンスを
行います。また、幼稚園、保育所、児童福祉施設（保育所を除
く）で計5回の実習を行います。実習を通して段階的に保育者
としての実践力を高めます。

実践を積み知識や技術を深め、幅を広げる 専門的な指導力を修得し、それを実践する力を身につける 教育･保育現場の課題解決に必要な能力を身につける

P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照

   ･･･････ 保育の方法･技術　社会福祉 
教職概論　保育原理　教育心理学 
幼児と表現　幼児と言葉　幼児と健康 
保育内容（言葉）の指導法 
情報機器演習

 のみ ･････教育制度論
 のみ ･････ 保育の心理学　子どもの保健 

乳児保育Ⅰ

   ･･･････ 保育内容（環境）の指導法 
保育内容（表現）の指導法 
教育原理　特別支援教育･保育

 のみ ･････ 幼稚園教育実習Ⅰ指導 
幼稚園教育実習Ⅰ

 のみ ･････ 保育者論　子ども家庭福祉 
子どもの理解と援助 
子どもの健康と安全 
社会的養護 Ⅰ 
乳児保育Ⅱ　保育所実習Ⅰ指導 
保育所実習 Ⅰ

   ･･･････ 幼児と環境 
幼児と人間関係 
保育内容（健康）の指導法　教育相談　
教育課程･保育計画の意義と編成･評価

 のみ ･････ 幼稚園教育実習Ⅱ指導 
幼稚園教育実習Ⅱ

 のみ ･････ 子どもの食と栄養　社会的養護Ⅱ 
保育所実習Ⅱ指導　保育所実習Ⅱ 
施設実習Ⅰ指導　施設実習 Ⅰ 
施設実習Ⅱ指導　施設実習Ⅱ

   ･･･････ 保育内容総論 
保育内容（人間関係）の指導法 
幼児理解 
保育･教職実践演習

 のみ ･････ 子育て支援 
子ども家庭支援の心理学 
子ども家庭支援論

読書と豊かな人間性　家族関係論
子どもと身体表現
子どもと音楽Ⅳ　カウンセリング入門

子どもと運動遊び　子どもと音楽Ⅲ
子どもと造形Ⅱ

子どもと音楽Ⅰ　子どもと造形Ⅰ 子どもと音楽Ⅱ　子どもと人権

 ＝ 幼稚園教諭免許状必修科目　  ＝ 保育士証必修科目

7月 11月

8月

5月 12月

2月

9月

研 修   児教子どもフェスティバル（六月灯）
遊びの工夫や幼児との関わりを体験的に学ぶ。

キャリア   キャリアガイダンス

実 習   幼稚園教育実習Ⅰ
本学の附属幼稚園で基本実習を行う。

実 習   保育所実習Ⅱまたは施設実習 Ⅰ
保育所実習Ⅱは実習Ⅰの学びを発展させる。施
設実習Ⅰでは施設の役割や子ども･利用者との
関わりを学ぶ。

実 習   幼稚園教育実習Ⅱ
子どもとの関わりや教師の役割を学ぶ。

研 修   児教子どもフェスティバル（舞台劇）
子どもを対象に舞台劇をはじめとした発表
を行い、保育者としての実践力を身につける。

実 習   保育所実習Ⅰ
地元の保育所で保育を体験的に学ぶ。

実 習   施設実習Ⅰまたは施設実習Ⅱ
施設実習Ⅱは実習Ⅰを踏まえ実践力を身につける。

　　　 免許･資格取得に向け、2年間で計5回、いずれも2週間
程の実習があり、幼稚園教諭･保育士として必要な資質
を養成します。  

　　　 幼稚園教諭･保育士として必要な資質向上のため、地域
の子どもたちを対象に2年間で2回の研修を実施予定です。

※保育所実習Ⅱ、施設実習Ⅱは、どちらか一つを選択必修。

1年次7月に、近隣の子ど
もたちを招いて鹿児島の
夏祭りをモチーフとしたお
店屋さんを展開します。
各ホームが幼児に合わせ
た遊びを工夫し、さらに
行事を企画し運営する力
を養います。

1年次の11～12月に附属
幼稚園で1クラス複数の
学生と共に初めての実習
を行い、園での子どもの
生活や先生方の保育を
観察し自身の保育に繋げ
ます。

2年次の9～10月（施設実
習Ⅱは8月実施）に福祉施
設で2週間の実習を行い、
多様な子ども･利用者の
理解に努め適切な関わり
について学びます。
※ 施設実習Ⅱあるいは保育所実
習Ⅱどちらか1つを選択必修

1年次の2月に行われる
実習で、保育所の役割
や保育者の職務、子ども
理解と援助など現場で
の基本的保育について
体験的に学びます。

2年次12月に2年間の総まとめとして、子どもたちを招い
て舞台劇を披露します。各ホームー丸となり、台本作成
から大道具または衣装の製作を行い、音響や照明など
も駆使しながら作り上げる研修です。

自分の過去をふりかえり、
今をみつめ、将来を考える
ことで「自立した自分らし
い生活設計」を作りあげ
ることを目的にしています。
自分の未来を描き、職業
･職場を理解し、働き方や
職業選択の仕方や卒業
後の生活設計などについ
て学ぶことができます。

2年次6月、クラスに1人
で入り幼稚園での1日の
流れや子どもの実態や
教師の支援を学び、指
導計画案の作成と担当
実習を行う事で実践力
を高めます。

2年次の8月に実習Ⅰと同施
設で実習を行います。子ど
もの成長を感じながら、さ
らに保育者としての資質、
技能、実践力を高めます。
※ 施設実習Ⅱあるいは保育所実
習Ⅱどちらか選択必修

実習

研修

幼･保コースではどのような2年間を過ごすのでしょうか?
ここでは、2年間でみなさんが夢を叶えるためのカリキュラムや
実習、鹿女短ならではの研修をご紹介します。
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保育所

48%
認定こども園

32%

幼稚園6%

福祉施設7%

公務員･
社会事業協会等3% その他 4%

主体的な学びを通じ、教育･保育について知識を深めます。
また、多彩な授業科目により、

幼児教育に必要となる豊かな表現力や感性を磨きます。

子育て支援

特別支援教育･保育

子どもと造形Ⅱ

子どもと音楽Ⅰ～Ⅳ

保育内容（表現）の指導法

保育･教職実践演習

保護者が抱える子育てや生活に関するさまざまな困りご
とに対する適切な支援の知識･技術の習得をめざします。
ロールプレイや事例検討などを通して実践力を養います。

この授業では障害について理解を深め、障害のある子
どもへの支援の在り方について学びます。

幼児期･児童期の多様なつくる活動を体験し、表現の方法
や指導法を学びます。

保育現場で行われているリトミックやわらべうた、歌唱
活動や器楽合奏などの様々な音楽活動を体験しながら
理論と実践方法を学びます。

春はお花と会話し、夏は太陽とともに泳ぐ。秋は木の葉と踊り、冬は
舞う雪とたわむれる…と、子どもの毎日はダンスや音楽、造形表現で
溢れています。感性豊かで創造的な保育者を一緒にめざしましょう。

実習を含むこれまでの学びを振り返りながら、保育者の
職務と子ども理解、保育指導力について理解を深めます。

　より多くの資格を取得できる
ことと、実践的な授業が多く実
習も豊富であり、現場に出た際
に活かせることが多いと思い、
本学を志望しました。子どもの
気持ちや思いに寄り添い、嬉し
さや楽しさ、時には悲しい気持
ちなどを分かち合えるような保
育者をめざしています。

　幼･保コースの自慢は、夢に向かって
努力する元気な学生、情熱をもって教育
にあたる21名の教員、特色のある保育
者養成カリキュラム、丁寧な就職サポー
トと高い就職率、保育者養成60年の伝
統と地域で活躍する卒業生です。
　幼稚園の先生や認定こども園･保育
園･児童福祉施設の先生をめざすなら
ば、鹿女短が絶対におすすめです。

先生をめざすなら
鹿女短が絶対におすすめです !池水 すみれ さん 

（松陽高校出身）

　地元である奄美で実習を経験して、奄美ならでは
の保育と子ども第一の考えをもった関わりを感じ、
志望しました。初めての就職活動をする中で分から
ないこともたくさんありましたが、先生方に相談をし
て、自分の中でしっかりと方向を定めることができま
した。自分の希望を見つけて進むことが一番良いと
思います。

　内定先での実習で関わった利用者の方々ともっと
関わりたいと考え、同施設を就職先に志望しました。
就職試験の際は、面接の練習を先生方や友人にも協
力してもらいました。周りの協力がなければできなかっ
たことなので、感謝の気持ちでいっぱいです。これから
も感謝の気持ちを忘れずに日々の支援に取り組んでい
きたいと思います。

　実習先で私の母園でもある園を志望し、内定をい
ただくことができました。就職活動はキャリアセンター
に通い求人票を見たり、履歴書添削や面接練習をし
てもらったりしました。職員の方々は親身に相談にのっ
てくださるので安心して活動をすることができました。
悩んだらまず、センターに相談してみると良いと思いま
す。頑張ってください !

福崎 涼 さん （大島高校出身） 鯵坂 琳香 さん （南大隅高校出身） 髙尾 琴美 さん （鹿児島実業高校出身）

幼･保コースの 多彩な授業 幼･保コースの 卒業後の進路

在学生メッセージ

Student's voice

教員メッセージ

T  eacher's voice

就職先 就職先 就職先社会福祉法人
奄美市社会福祉事業団 おおすみの園 さつき幼稚園

赤瀬川 修 准教授 
幼・保コース主任

公務員･社会事業協会等 
【鹿児島市】  鹿児島県社会福祉事業団若葉学園（児童指導員）／鹿児島県社会福祉事業団同胞保育園 

鹿児島市社会事業協会（保育士）／鹿児島市社会事業協会やくし乳児院／和泊町職員（保育士）
幼稚園 
【鹿児島市】  鹿児島女子短期大学附属かもめ幼稚園／さつき幼稚園／集成幼稚園／ひばり幼稚園
【姶  良  市】 あいら幼稚園　　【霧  島  市】 国分幼稚園
保育所 
【鹿児島市】  志學館学園なでしこ保育園／あさひ保育園／いちご保育園／えびす保育園（事務）／きよみ保育園 

すみれ保育園／そらのまちほいくえん／なかよし夢ほいくえん／はるやま森の保育園 
ひまわり夢ほいくえん／めぐみ保育園／ユズリ葉の杜保育園上荒田／吉田保育園／山鳩福祉会 
信愛保育園／仁田尾保育園／田上キッズ保育園／東開保育園／福平保育園

【日　　 置】 あづま保育園／いじゅういんきた保育園／吉利保育園
【北　　薩】 清涼保育園／川内隣保館保育園／太陽保育園／平佐西保育園
【南　　薩】  川尻保育園／こどもの森保育園／乗船寺保育園／第2ふじ保育園 

ひまわりこども園・おひさまこども園／緑が丘保育園・こばとこども園／妙見保育園
【姶良・伊佐】 みどり保育園 【大　　隅】 西南保育園 【大  島  郡】 伊仙保育所
【熊  本  県】 ちどり保育園 【宮  崎  県】 串間保育園／千種保育園
【沖  縄  県】 ハレルヤ保育園 【福  岡  県】 松原保育園／香椎浜保育園
【神奈川県】  まなびの森保育園馬絹／わおわお保育園／マリー保育園元住吉 

グローバルキッズ綱島園／ベネッセスタイルケア田浦保育園
【東  京  都】  こどもの森／アスク蒲田一丁目保育園／グローバルキッズ船堀園 

グローバルキッズ世田谷四丁目園／グローバルキッズ蒲田園
認定こども園 
【鹿児島市】  うちの幼稚園／コスモス認定こども園／はなぶさ幼稚園／ひまわり幼稚園／可愛幼稚園 

吉田南幼稚園／玉里善き牧者幼稚園／桜ヶ丘中央幼稚園／宇宿幼稚園 
鴨池幼稚園／松青こども園／千年幼稚園／辻ヶ丘幼稚園

【南　　薩】 阿多こども園／こども園ほしのこ／白百合幼稚園／ちらん中央こども園
【北薩・出水】 青山幼稚園／くしきの森のこども園／すわこども園／慈光幼稚園
【姶良・伊佐】  あおば幼稚園／あかつき認定こども園／あさひ幼稚園／大口幼稚園／おひさまこども園 

かとれあ／国分幼稚園／日当山総合こども園
【大　　隅】 あんらく保育園／大崎幼稚園／大隅中央幼稚園／大黒保育園
【宮  崎  県】 ちどり子ども園／ひばり保育園　　【広  島  県】福山あゆみこども園
福祉施設 
【鹿児島市】  きらら館／青鳥会／たけのこキッズ児童発達支援センター／常盤会しろやまの風／わくわくキッズ倶楽部
【日　　置】 友愛学園　　【南　　薩】 川辺みどり園デイサービスセンター／南さつま子どもの家
【大　　隅】 おおすみの園

主な進路先  （令和元年度）進路状況  （平成30年度 － 令和元年度）
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池田 哲之 教授／公法学･教育学
■日本国憲法
■教育制度論

松﨑 康弘 教授
／生活科教育学・社会科教育学
■生活科指導法　■社会科指導法

内田 豊海 准教授／数学科教育学
■算数科指導法
■数学基礎

丸田 愛子 准教授／保育学
■保育原理
■保育内容総論

中村 礼香 准教授／幼児音楽教育学
■幼児と表現
■保育内容（表現）の指導法

宮里 新之介 准教授／臨床心理学
■幼児理解
■特別支援教育･保育

本田 和也 准教授／特別支援教育
■特別支援教育･保育
■教育心理学

松下 茉莉香 講師／絵画
■図画工作科指導法
■保育内容（表現）の指導法

生田 和也 講師／アメリカ文学・英語教育
■英語演習Ⅰ･Ⅱ
■外国語指導法

藤川 和也 講師／国語科教育学
■国語科指導法
■幼児と言葉

金浦 美咲 助教／舞踊教育
■体育実技
■子どもと運動遊び

佐藤 慶治 講師／音楽教育学
■音楽
■音楽科指導法

渡邉 光浩 講師／情報教育
■情報機器演習
■情報メディアの活用

赤瀬川 修 准教授／社会福祉
■子ども家庭福祉
■子育て支援

松元 理恵子 准教授／臨床心理学
■教育相談
■カウンセリング入門

横峯 孝昭 准教授／分子生物学
■分子からみた生物
■保育内容（環境）の指導法

井上 周一郎 准教授／彫刻
■図画工作科指導法
■図画工作

宇都 弘美 教授／母子保健
■子どもの保健
■乳児保育Ⅰ･Ⅱ

平嶋 慶子 准教授／発達心理学
■保育内容（言葉）の指導法
■子ども家庭支援の心理学

児童教育学科

教員紹介

村若 修 教授／哲学･倫理学
■倫理学
■道徳教育の指導法

大村 一光 教授／運動法学
■保育内容（健康）の指導法
■体育実技

児童教育
学科長

副学長 学長補佐
（教務担当）

小・幼・保
コース
主任

幼・保
コース
主任

幼稚園教諭として年中組を担任する田中千佳
さんと年少組を担任する石坂菜々子さん。

ふたりは鹿女短を平成30年度に卒業し、共に附属
園のすみれ幼稚園で1年目を終えようとしています。
1年目を振り返り、ふたりが口を揃えて「やりがいを
感じた」と言うのは、子どもの成長を身近で感じら
れたこと。石坂さんは「運動会や発表会など行事
を重ねるごとに子どもたちが自発的にいろいろなこ
とに取り組むようになっていって、それが私の達成
感にも繋がりました」と語ります。日々の業務では、
鹿女短時代の附属園実習で経験した日誌や指導
案の書き方がとくに現在に活かされている、と言う
ふたりは、附属園の「なでしこ幼稚園」で一緒に実
習しました。在学中に一番やりがいを感じたのが附

属園での実習だったとのこと。田中さんは「実習では、
完成したものよりも頑張った過程を褒めること、小
学校教育に繋がる保育を意識することを学べ、それ
が現在の仕事にも生きています。また附属園以外
にも様々な施設での実習を経て、例えば発達障害
がある子どもにもすぐ対応できるなど、在学中の経
験が今に活かされていることが多いです」と語ります。
　1年目という試練の年をお互いの保育について話
し合い支え合いながら乗り越えたふたり。来年度か
らは今年1年で学んだことを活かしながら、保育ス
キルを向上させたいとのこと。「笑顔の絶えない先
生になりたい」という石坂さんと、「一人ひとりに寄
り添える先生になりたい」という田中さん。目標を
語るふたりの姿はとても輝いて見えました。

在
学
中
に

一
番
や
り
が
い
を
感
じ
た
の
は

附
属
園
で
の
実
習
で
す

鹿児島女子短期大学附属
すみれ幼稚園 園長

小磯 誠 先生

　子どもたちは、人としてあらゆる可能
性を持って生まれてきます。自分では気
付かないかもしれませんが、それはその
人の内面に輝く光「光明」です。そんな
子どもたちにいっぱい愛情を注ぎ、共に
高まる努力を続けてください。保育のプ
ロとしての2年目に期待しています !

KAJOTAN

OG
勤務先 鹿児島女子短期大学

附属すみれ幼稚園

平成30年度
児童教育学科 幼・保コース　卒業

平成30年度
児童教育学科 小・幼・保コース　卒業

幼稚園教諭

石坂 菜々子さん（左）

田中 千佳さん（右）

Message

※掲載内容は取材当時のものです。

園長から一言 !

飛躍の2年目に期待しています !
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生
活
科
学
科

ADMISSION POLICY　［ アドミッションポリシー ］ 

生活科学科
健康な生活を支えるプロフェッショナルを育成

介護福祉や医療･福祉事務の知識と実践的な福祉的援助の
基礎を学ぶことを通じて、生物的･社会的存在としての人間
を理解し、将来、福祉･保健医療等の現場で使命感をもって
働くことができる人材の育成をめざしています。

給食実務に強く、的確な栄養指導と食教育ができる栄養士
及び健康の基盤である食物と栄養についての専門知識と技
術を身につけ、地域社会の人々の健康づくりに貢献できる
人材の養成を目的としています。

■  高等学校程度の教育課程を幅広く修得することを通じて、
文章読解力や文章表現力、政治･経済･社会の仕組み等
に関する基本的な知識及びコミュニケーション能力を身に
つけている人

■  多様な人々への支援を通じて、社会に役立つ仕事をしたい人
■  人々の喜びや悲しみを自分のこととして共感し、他者と協働す
ることができる人

■  幅広い教養を身につけて、深い人間理解ができる人

■  高等学校等の教育における基礎的学力を備え、健康の基盤
である食物と栄養についての専門性を身につけようとする人

■  食や健康に対する知的好奇心が旺盛で、自ら考えて食に関わ
る課題の解決に取り組むことができる人

■  人と人とのつながりを大切にし、食を通して自分の可能性に
挑戦できる人

生活福祉専攻
福祉 ･保健医療等の現場で使命感をもって働くことができる
介護福祉士の養成をめざします。また、介護･医療を支える総合
的な事務管理ができる人材を養成します。

●介護福祉士国家試験受験資格
●介護保険実務士認定証
●医事実務士認定証
●レクリエーション･インストラクター
●介護職員初任者研修修了証明証書
●社会福祉主事任用資格
●ピアヘルパー受験資格
●日本茶アドバイザー資格認定証

NEW

生活科学科

取得できる免許･資格

生活福祉専攻 P 22 食物栄養学専攻 P 28

中渡瀬 姫奈さん（指宿商業高校出身）

ADMISSION POLICY　［ アドミッションポリシー ］ 
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生
活
科
学
科

生活科学科
生活福祉専攻 2年間の流れ

学
習
の
流
れ

一
般
教
養

科
目

専
門
科
目

多
彩
な
授
業

実
習
･
研
修
･
国
家
試
験

1年  前期 2年  前期1年  後期 2年  後期 卒  業

福祉に関する基本的な知識や技術を学ぶ

資格取得の必須条件として施設や病院で実習を行います。
また、学外での研修により、仲間意識を深め、2年間の学生生活のもととなる環境づくりにつとめます。

実践を積み知識や技術を深め、幅を広げる 知識や技術をさらに深め、専門性を高める 現場の課題に向き合う態度を身につける

P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照

  ･･･ 社会学概論　社会と制度の理解 
レクリエーション概論　介護の基本Ⅰ 
介護の基本Ⅱ　生活支援技術（住） 
介護過程 Ⅰ　介護総合演習 Ⅰ･Ⅱ 
発達と老化の理解 
介護技術の基礎　医療的ケア

  ･･･レクリエーション活動援助法 Ⅰ

  ･･･ 人間の尊厳と自立　社会保障論 
介護の基本Ⅲ　コミュニケーションの基礎 
生活支援技術B　介護過程Ⅱ 
介護総合演習Ⅰ･Ⅱ　介護実習Ⅰ　介護実習Ⅱ 
高齢者の介護　認知症の理解　障害の理解Ⅰ 
こころとからだのしくみⅠ（医学一般）　経管栄養

  ･･･ 薬理学の基礎　医療事務演習 
医療事務総論（医療秘書実務含む）

  ･･･情報処理　レクリエーション活動援助法Ⅱ

  ･･･ 住環境と福祉　社会福祉援助技術 
リハビリテーション論　コミュニケーション演習 
生活支援技術C　生活支援技術D 
生活支援技術（食･衣）　介護過程Ⅲ 
介護総合演習Ⅲ　事例研究（ゼミナール） 
介護実習Ⅲ　認知症者の介護　障害の理解Ⅱ 
喀痰吸引　経管栄養演習

  ･･･介護事務総論
  ･･･レクリエーションワーク

  ･･･ 人間関係とコミュニケーション　介護の基本Ⅳ 
生活支援技術D　生活支援技術（食･衣） 
介護過程Ⅳ　介護総合演習Ⅳ　ケアマネジメント 
事例研究（ゼミナール）　介護実習Ⅳ 
こころとからだのしくみⅡ（精神）　ターミナルケア　 
喀痰吸引演習　チームマネジメント

  ･･･介護事務演習
  ･･･人類学
  ･･･レクリエーションワーク　聴覚障害者の生活支援

 = 介護福祉士　  = 介護保険実務士　  = 医事実務士　  = 関連科目
※科目名称や開講学期等は変更になる可能性があります。

4月
研 修   学外研修
仲間との親睦を深める機会。また、福祉施設
での体験交流を通じて、介護を必要とする人
の理解を深める。

8月
実 習   介護実習Ⅰー①（5日間）
デイサービスセンターやグループホーム等で
実習を行う。利用者の理解や必要な支援の
基本を学ぶ。

9月
実 習   野外活動実習

2泊3日でのプログラムを通じて、仲間と協力
することの大切さや課題を達成することの喜
びを味わう。

7月
実 習   介護実習Ⅲ（10日間）
高齢者や障害者施設で実習を行う。利用者
に必要な支援計画を立案することができる。

12月

1月

3月

実 習   介護実習Ⅳ（15日間）
高齢者や障害者施設で実習を行う。利用者
に必要な支援計画を具体的に実践し、その
評価を行う。

国家試験   介護福祉士国家試験  受験

国家試験   介護福祉士国家試験  結果発表

12月
実 習   介護実習Ⅰー②（10日間）
Ⅰー①と同じ実習先で行う。利用者個々に応
じた支援を考えることができる。

2月
実 習   介護実習Ⅱ（10日間）
高齢者や障害者施設で実習を行う。利用者
個々に応じた支援を考えることができる。

3月
研 修   介護職員初任者研修
介護職として必要となる、基本的な知識と技
術を身につけることができる。

9月
研 修   介護職員初任者研修
介護職として必要となる、基本的な知識と技
術を身につけることができる。

PICK
UP!

PICK
UP!

PICK
UP!

介護実習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ 学外研修野外活動実習
県内各地の福祉施設等で2年間で10週間の
実習を行います。介護福祉士としての職業意
識を高め、人間の身体や精神に対する理解、
保健･福祉制度に関する知識、身体介護や家
事援助に関する技術と知識を身につけ、それ
らの実践力に磨きをかけます。

「福祉･医療の勉強はまず仲間づくりから !」を
モットーに、介護の基本Ⅱの一環で、福祉施設
の見学やレクリエーションを通じて学生同士が
親睦を深めています。

レクリエーション活動援助法に関する研修を、
2泊3日の日程で行います。

生活福祉専攻ではどのような2年間を過ごすのでしょうか?
ここでは、みなさんの夢を2年間で叶えるためのカリキュラムや
実習、鹿女短ならではの研修をご紹介します。

生活支援技術A 経管栄養演習 介護事務演習人間の尊厳と自立
「身支度」･「移動」･「食事」･
「睡眠」の介護技術を、利用
者役･介護者役のそれぞれ
の立場から体験し、学びます。

経管栄養法について、シミュ
レーターを用いて安全･確
実な技術を身につけます。

実際の介護給付費点数計算
の演習を行います。

人間の理解を基礎とし、
介護における人間の尊
厳保持 ･自立支援のあ
り方について学びます。

生活福祉専攻は多様な人が学んでいます !
現在、外国人留学生は7名が在籍（ベトナム人6名・中国人1名）。
令和2年3月卒業の留学生2名全員が、介護福祉士の国家試験に合格しています。

令和2年 7月 1日
オープンキャンパスを開催 ! 
※詳細が決定次第、HPなどでお知らせします。

NEW
留学生対象
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高齢者福祉施設

65%

障害児者
福祉施設

21%

福祉事業所7%

保育所7%

生
活
科
学
科

充実の制度を用意しています !

Q1. 介護福祉士をめざしたきっかけや 
 やりがいを教えてください

　中学校のインターンシップでグループホームでの
職場体験をしたことがきっかけです。利用者の方が
自立した日常生活をお過しいただけるようになる喜
びと、「ありがとう」と感謝の言葉をいただく瞬間が
とても嬉しく、やりがいを感じます。

Q2. 学生時代に学んだことで現在、 
 活きていることはなんですか?

　様々な場所で実習をさせていただき、施設の種
類によって利用者への関わり方が異なることを学び
ました。利用者が、その人らしく生活をしていただ
けるような介護福祉士となるよう努力しています。

Q3. どのようなきっかけでこの 
 介護福祉士養成奨学金貸付制度を 
 知りましたか?

　高校在学中から介護福祉士になりたいと考えて
いた時、担任の先生から奨学金制度があることを
教えられました。
　私は、現在勤務している社会福祉法人隼仁会の
奨学金制度を希望し、鹿女短での学びを経て、介
護福祉士を取得できることができました。一定期間、
介護福祉士として働くことで返還が免除されるので、
介護福祉士をめざされる皆さんにお勧めしたい制
度です。

牛之濱 愛美 さん
（平成30年度卒）

介護老人保健施設  はやひと（伊佐市）

　高校生のころから「介護を学
んで将来は地元で介護福祉士
になりたい」と明確に考えていま
した。在学中は就職先でのアル
バイトもさせていただいており、
1日でもはやく社会で活躍できる
人材になりたいと思います。

　医療実務の実習を内定先の病
院でお世話になりました。実際に
職員や利用者の方 と々接したうえ
で志望しました。就職活動は早め
に取りかかることで、焦らず、自分
に適した職場を見つけることが大
切だと思います。頑張ってください。

下川 佳蓮 さん （指宿商業高校出身）

椎田 潤子 さん 

取得資格
●介護福祉士
●保育士
●福祉住環境コーディネーター2級
●ピアヘルパー

藤園 真依 さん （川内高校出身）

介護福祉士養成
奨励金制度

介護福祉士養成
奨学金貸付制度

介護福祉士の養成を支援するため、志學館学園独自の『介護福祉士養成奨
励金制度』があります。生活福祉専攻に入学した全員に、一律30万円が給付
されます。

特別養護老人ホームや障害者支援施設等を運営する社会福祉法人や医療法
人が、2年間の学費等を貸し付ける制度です。卒業後、貸し付けられた法人に
一定期間就業（金額により就業期間が変わります）すると、全額免除になります。

※外国人留学生が貸し付けを受けられる施設もあります。

●鹿児島市 ････････ 2施設　　●南薩地域 ･･･3施設
●姶良･伊佐地域 ･･･ 4施設　　●大隅地域 ･･･6施設

介護福祉士の国家試験合格をめざして、
生活福祉専攻の教員全員でバックアップしています。
●国家試験受験対策勉強会
●模擬試験（学内作成模擬試験も実施）
●日々の学習相談・支援　など

● 受験科目のうち、福祉などの分野は専攻の教員が、幼児
教育の分野は児童教育学科の教員が支援しています！

介護福祉士の他にも、様々な資格の取得を応援します。

全員合格した令和2年3月卒業生

在学中に保育士試験に合格した
令和2年3月卒業生

在学中に
多くの資格を取得しました !

令和2年1月実施
国家試験合格率

保育士受験支援

介護福祉士国家試験  受験サポート 専攻のキャリアサポート

　生活福祉専攻は介護福祉士や
看護師などの資格を持った先生方
から、現場で役立つ実践的な知識
を学ぶことができます。留学生や社
会人の方など、様々な学生も在籍し
ているので、日々、新鮮な環境で学
ぶことができます。また、介護福祉
士をめざす学生のために、養成奨
学金貸付制度もあるので、通いやす
い短大だと思います。施設利用者
の思いを理解し、自立に向けた支援
を行うことができる介護福祉士にな
りたいです。

　生活福祉専攻では、介護福祉の現場へ夢
や希望を持つ仲間と共に、目標に向かって学
ぶことができます。介護福祉に関する基礎的
な知識や技術を習得しつつ、介護実習を通し
てより実践的に学ぶことで、介護福祉の専門
的な力を身につけることができます。さらに、
相手を敬う気持ちや接し方、笑顔や挨拶の大
切さなど自分のこれからに役に立つことも多
く学ぶことができます。
　ぜひ私たちと一緒に将来の夢を描き実現し
てみませんか。

生活福祉専攻は
こんな専攻です !

前田 梨緒 さん 
（鹿児島女子高校出身）

福永 宏子 講師

提携先

100%

在学生メッセージ

Student's voice

介護福祉士養成奨学金貸付制度
利用者OGインタビュー

教員メッセージ

T  eacher's voice

就職先 就職先社会福祉法人  尚徳会  徳光苑（指宿市） 医療法人 クオラ　介護老人保健施設 クオリエ
（さつま町）

生活福祉専攻の卒業後の進路

介護福祉士
をめざす皆さんへ

施設 
コーボー 精祥グループホームやまぶき アルファリビング鹿児島東千石
介護老人保健施設クオリエ ことぶき園 通所介護事業所岡村さん家
ひなたスマイルケアサポーターズ やまびこ医療福祉センター 恵誠園
グループホームよしの村 錦江園 鹿屋長寿園
敬天会たたえ 黒潮会 徳光苑
野の花会 嘉祥園 ビハーラ
青鳥会 ビハーラ ろうけん青空
保育所 
はるやま森の保育園
一般企業 
セノン関西国際空港

主な進路先 令和元年度進路状況  （令和元年度）
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食物栄養学専攻
食を通してもっと健康に。健康の基盤である「食物」と「栄養」
についての専門的知識を身につけます。さらに、地域社会の人々
の健康づくりに貢献できる地域密着型の人材育成と、給食実務
に強く、的確な栄養指導と食教育ができる栄養士を養成します。

●栄養士免許証
●栄養教諭二種免許状
●専門フードスペシャリスト受験資格
●フードスペシャリスト受験資格
●社会福祉主事任用資格
●ピアヘルパー受験資格
●日本茶アドバイザー資格認定証

取得できる免許･資格

高校時代に祖母と暮らしたことがきっかけで福
祉に興味をもったという市原知佳さん。現在

は故郷鹿屋の特別養護老人ホームで介護福祉士と
して高齢者の日常生活の支援を行っています。以
前から地元で働きたいと考えていた市原さんは鹿
女短在学中の実習現場でもあった現在の職場を選
びました。勉強会なども多く鹿女短同様に学びの
場があることも入職の決め手だったそうです。今年
で入職4年目、利用者の中にはコミュニケーション
が難しい方もいますが「そういう方が自分の行った
ケアによって少しでも笑顔になってくれる時、特に仕
事のやりがいを感じます」と市原さんは語ります。

　生活福祉専攻での学びは今も日々の仕事の中で
活かされているという市原さん。中でも「喀痰吸引」
や「経管栄養」などの医療的ケアや、発語が難しい
要介護者の気持ちの読み取りやコミュニケーション
法などの授業は役立っていると語ります。「特に2

年生の時は施設の利用者さんと対話して情報を得
ながら介護計画を立て実施するなど、かなり実践
的な実習を経験しました。入職当初はその実習の
記録をよく見返していましたね」。
　誰からも信頼される介護福祉士をめざしたいと
語る市原さん、その笑顔は今後も利用者さんの笑
顔をさらに増やしていくことでしょう。

入
職
当
初
は

鹿
女
短
で
の
実
習
の
記
録
を

よ
く
見
返
し
て
い
ま
し
た

社会福祉法人恵仁会　
特別養護老人ホーム鹿屋長寿園
介護主任

小出水 大樹 さん

園の将来を担う貴重な存在です。

　彼女は見た目の印象とは違い、介
護のプロとして強い信念を持った人
です。勉強熱心で後輩からも頼られ
る姿は頼もしく思います。ユニットリー
ダーとして、職員を束ねる立場になり
さらに成長するとともに、今後の園を
引っ張ってくれる存在として、先頭を
切って活躍してもらいたいと思います。 仁田尾 美由さん（鹿児島城西高校出身）

KAJOTAN

OG
勤務先

社会福祉法人恵仁会
特別養護老人ホーム
鹿屋長寿園

平成27年度
生活科学科 生活福祉専攻  卒業

介護福祉士

市原 知佳  さん

Message

生活科学科

※掲載内容は取材当時のものです。

上司から一言 !
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生活科学科
食物栄養学専攻 2年間の流れ

学
習
の
流
れ

一
般
教
養

科
目

専
門
科
目

実
習
･
研
修
･
そ
の
他
行
事

1年  前期 2年  前期1年  後期 2年  後期 卒  業

食物と栄養に関する基本的な知識や技術を学ぶ

免許･資格取得の必須条件として、数多くの実験･実習を行います。
「食物」「栄養」について知識や技術を学ぶことができます。

知識や技術を深め、幅を広げる 実践を積み重ね、専門性を高める 時代や社会の要請に応える力を身につける

P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照 P47～P48参照

栄養生化学Ⅰ 解剖生理学Ⅰ
食品学総論 栄養指導論Ⅰ
食品衛生学 調理学
学校栄養教育論 調理学実習基礎
食品学実験 教育原理
化学 情報機器演習
教職概論 教育心理学
くらしとお茶A 教育制度論

栄養学総論 臨床栄養学総論
公衆栄養学 公衆衛生学Ⅰ
解剖生理学Ⅱ 栄養生化学Ⅱ
食品学各論 食品衛生学実験
応用栄養学 応用栄養学実習
栄養指導論Ⅱ 調理学実習Ⅰ
給食管理 生徒指導
教育方法･技術 特別支援教育

公衆衛生学Ⅱ 解剖生理学実験
生化学実験A 生化学実験B
臨床栄養学各論 臨床栄養学実習
栄養指導実習Ⅰ 給食実務演習Ⅰ
給食管理実習Ⅱ･Ⅲ指導 給食管理実習Ⅰ
給食管理実習Ⅱ 給食管理実習Ⅲ
調理学実習Ⅱ 食品加工学実習
くらしとお茶B 教育課程
栄養教育実習指導 栄養教育実習
教育相談

社会福祉概論 運動生理学
病態生化学 栄養指導実習Ⅱ
給食実務演習Ⅱ 給食管理実習Ⅳ
調理学実習Ⅲ 食品評価･鑑別実験
食料経済 消費経済論
フードスペシャリスト論 フードコーディネート論
フードコーディネート演習 特別活動の指導法
道徳教育の指導法 教職実践演習

※科目名称や開講学期等は変更になる可能性があります。

5月

6月

5月 11月

12月

2月

11月

3月

6月
キャリア   キャリアガイダンス
栄養士として活躍している先輩の講話を聞
き、社会人としての心構えや社会性・実践力
を養います。

研 修   学外研修Ⅰ
食教育の実践と地域との連携を目的に、ナス
やカボチャのハウス見学やピーマンの収穫を
体験し、生産者と交流しています。交流会を通
して、生産者の苦労や想いを感じ、食について
の理解を深めます。食べ物の安心･安全を健
康につなぐかけはしとなることをめざします。

行 事   学外実習事前指導
栄養士として活躍している先輩方の指導を受
け、給食実務の理解を深めます。

キャリア    1･2年生交流会
先輩として先に経験した学外実習で学んだ
ことを、1年生に伝え共有します。1年生にとっ
てはこれから始まる学外実習への準備とな
るとともに、2年生にとっても実習の振り返り
の時間になります。

行 事   栄養士実力認定試験
2年間で学んだことをどれだけ理解している
か、栄養士として必要な知識がどの程度身
についているかを確認する試験です。10月
～11月にかけては受験対策勉強会も行い、
成績優秀者をめざして勉強に励みます。

実 習   給食管理実習Ⅳ
学内施設で、学生を対象とした給食（大量
調理）を行います。献立作成、試作･検討、
食材量管理など一連の給食管理を行います。

研 修   学外研修Ⅱ（テーブルマナー講座）
鹿児島市内のホテルで、テーブルセッティン
グからコース料理の食し方などを学びます。

キャリア   1･2年生交流会
実習経験者である2年生の先輩と交流を行
い、今後の学外実習の内容や準備することを
理解します。

行 事   学外実習先訪問
栄養士免許の取得には、学外実習への参加
が必要です。実習前に希望の施設を訪問し
て、施設の特徴や実習の目的を理解し、課題
発見につなげます。

実 習   給食管理実習Ⅱ（学外実習）
8月にも実施される学外実習。給食管理業務に
必要な知識や技術を習得するために、事業者や
病院などの施設で、現職の栄養士の指導を受け
ます。大量調理や配膳の準備など、現場の実情
を知る機会です。

実 習   栄養教育実習（学外実習）
栄養教諭二種免許取得の必修科目で、小･
中学校にて1週間教育実習を行います。給
食の時間や食に関する時間で、児童･生徒
に対する食育や給食管理を学びます。

食物栄養学専攻ではどのような2年間を過ごすのでしょうか?
ここでは、2年間でみなさんが夢を叶えるためのカリキュラムや
実習、鹿女短ならではの研修をご紹介します。
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管理栄養士国家試験受験対策講座

卒業生を対象に年間10回以上実施しています。
合格へ導くためにサポートします。

　もともと進学を考えていて、就活対策
をしていなかったのですが、履歴書添削
や面接練習など、キャリアセンターの方々
の熱心な対応のおかげで落ち着いて試
験にも臨めました。

　商品開発の仕事を希望していたところ、
先生にすすめられたのがきっかけで、同
社を志望しました。就職活動は、学んだ
ことをどのように活かしていくのかをアピー
ルすることが大切です。皆さんもがんばっ
てください!

　自分自身の成長のために、大規模幼
稚園での就職を希望していました。園内
見学をさせていただいた際に、子どもの
健康を第一に考えて安心･安全な給食
を作っていることに共感を持ち、内定先
を志望しました。

　社員食堂などの営業給食に興味があ
り、委託会社への就職を希望しました。
面接では多くの質問を聞かれましたが、
将来像など具体的に考えていたので答え
ることができました。皆さん、後悔のない
選択をしてください!

中村 菜々美 さん （鹿島学園高校出身）

山崎 理子 さん （樟南高校出身）

西村 珠奈 さん （川内高校出身）

山口 京華 さん（八代高校出身）

　食物栄養学専攻では、講義
や実習を通して、専門的な知
識や技術を身につけることがで
きます。2年間という限られた
時間ですが、同じ夢を持つ仲
間と協力し、充実した日々を送
ることができます。ただ食べる
だけでなく、「楽しく」「おいしく」
「健康」に食べるためにも、食
物栄養学専攻で栄養士をめざ
してみませんか。

　「食」は生きていくうえで欠かせないも
のであり、楽しみの一つでもあります。食
物栄養学専攻では、「食」や「栄養」に関
する基礎的な知識や技術をはじめ、人々
の健康維持･増進、生活習慣病予防の
ために、根拠のある栄養指導や食事提供
を実践できる力を身につけます。「食」の
エキスパートとして世の中で活躍していく
ための土台作りを一緒にしましょう!

食物栄養学専攻は
こんな専攻です !

松元 蘭 さん 
（鹿屋女子高校出身）

改元 香 講師

栄養指導実習Ⅱ 調理学実習 Ⅰ

生化学実験 食品衛生学実験

栄養指導の方法･技術について学びます。対象者に対する栄養教育のスキル
を習得し、模擬栄養指導やパソコンによる献立作成なども行います。

調理の基礎を一人ひとりが身につけられるように、食材ごとの扱い方や味付
けの計算などを繰り返し学び、美味しさを追求します。

糖質、脂質、タンパク質、遺伝子などの性質について学習し、人の体の中で起
きる化学反応の特徴や食品中の栄養素の性質を理解します。

微生物実験や化学実験を通じて、身の回りにいる微生物を認識し、食品や水、
環境などに関する衛生上の問題点を考え、安全な食生活を追求します。

食物栄養学専攻の 多彩な授業 食物栄養学専攻の 卒業後の進路

在学生メッセージ

Student's voice

教員メッセージ

T  eacher's voice

就職先

就職先

就職先

就職先

済生会川内病院

セイカ食品株式会社

学校法人 押野学園
認定こども園 せんだい幼稚園

シダックス株式会社

外食産業 ： 受託給食会社など 
日清医療食品／日京クリエイト／栄食メディックス／富士産業／FOR.S／シダックス／LEOC／ココシス
エームサービスジャパン／メフォス東日本／エイトワン
医療機関 
鹿児島厚生連病院／柿木病院／済生会川内病院／中村レディースクリニック／志布志中央クリニック／内科甲南クリニック
のぼり病院／河村医院／八反丸リハビリテーション病院／愛育病院／厚地脳神経外科病院／三船病院／植村病院／緑泉会
幼稚園･保育所･認定こども園 
桜ヶ丘保育園／川内こども園／わかくさ保育園／唐湊幼稚園／せんだい幼稚園／みらい保育園／八代ひかり保育園
大口保育園／しぶし幼稚園／大村保育園／喜入幼稚園／こどもの森わくわく保育園／御所こども園／宇宿保育園にじ
みどりの森こども園／たでいけ認定こども園／ひまわり夢ほいくえん／若あゆこども園／わかば保育園／鹿児島おおとり幼稚園
誠和保育園／城ヶ丘保育園／川内すわ保育園／わくわく紫原中央･紫原北･鹿児島中央保育園
星の子保育園･愛の星保育園／光明こども園／あさひ幼稚園／高山こども園／善福寺保育園／ひかりやま保育園
教恵保育園／はなぶさ幼稚園／太陽の子保育園／羽島保育園／星の子保育園／朝日ヶ丘サンライズ保育園／吉野けだな保育園
一般企業：食品加工･流通業含む 
エージェントプラスさつま／南国殖産／太陽生命保険鹿児島支社／セイカ食品／明石屋
リクルートR&Dスタッフィング／九州保健ラボラトリー／ビッグモーターグループ／オーケー食品工業
セキミキグループ／ドラッグストアモリ／イケダパン／グリーンハウス／南給／セドナエンタープライズ／ジーピーフーズ
福祉施設 
三洲原学園／あさひが丘学園／大根占錦江園／誠光園／真寿園／ふるさと学園／つまべに苑
落穂会（旭福祉センター、第二旭福祉センター）／こどもの家すくすくしえんせんたー風のことり
その他 
薩摩川内市職員／NPO法人ねばあらんど／鹿児島大学教育学部附属特別支援学校／鹿児島女子短期大学児童教育学科（進学）

主な進路先 令和元年度進路状況  （令和元年度）

外食産業
（給食受託会社含む）

33.3%

一般企業
（品加工会社含む）

14.8% 幼稚園･保育所･
認定こども園

24.1%

医療機関

14.8%

福祉施設9.3%

その他3.7%
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ご自身のお母さんも鹿女短出身の栄養士という
ことで、同じ道に進んだ小林穂奈実さん。現

在は栄養士として市販用冷凍食品や業務用惣菜
の商品開発に携わっています。入社して5年目、今
では小林さんが開発した商品が実際にスーパーな
どに並びます。それを手に取っているお客さんの姿
を見ると仕事のやりがいを感じるそうです。
　栄養士を志した当初は給食に関わることを想定
していたそうですが、その考えが変わったのが鹿女
短在学中。「自分の理想のレストランを作る」とい
う実習があり自分でお店のコンセプトやメニュー、
見せ方まで考える経験をしたことで商品開発の楽

しさに目覚め、「鹿児島の食材をアピールしたい」
と現在の仕事を選びました。小林さんはそこで栄
養士資格が活かせる仕事の幅の広さを知ったそう
です。また実習で衛生的な調理の仕方を学んだこ
とは現在の仕事に活きていると語ります。「こうい
う行動をしたら汚染が広がるなどの知識が身につ
いていたので、今でも製造現場のスタッフに私から
説明することができています」。
　小林さんの会社では毎年、鹿女短の学生たちと
期間限定のコラボ商品を作っていますが、ゆくゆく
は期間限定ではなく長く続く商品を一緒に作りた
いと今後の展望を話してくれました。

在
学
中
に
栄
養
士
資
格
が

活
か
せ
る
仕
事
の
幅
の
広
さ
を

知
り
ま
し
た

鹿児島協同食品株式会社
営業開発課　課長

森 裕弘 さん

住澤 知之 教授／生化学
■栄養生化学
■栄養学総論

谷川 知士 教授／社会福祉
■社会と制度の理解
■社会保障論

竹中 正巳 教授／自然人類学
■人類学
■解剖生理学

山﨑 歌織 教授／調理科学
■調理学
■調理学実習

浜崎 眞美 准教授／医療的ケア
■経管栄養
■喀痰吸引

髙本 亜希子 講師／食品衛生学
■食品衛生学
■食品衛生学実験

新蔵 朝世 助手／調理学
■調理学実習Ⅰ
■臨床栄養学実習

小松 由美子 助手／食品学
■生化学実験
■食品学実験

木戸 めぐみ 助教／食品機能学
■食品加工学実習
■食品学総論

庵木 清子 助手／生活支援技術
■生活支援技術A～C
■生活支援技術（食･衣）

純浦 めぐみ 助手／給食管理
■給食管理実習
■栄養指導実習

改元 香 講師／栄養指導
■栄養指導論
■栄養指導実習

福永 宏子 講師／介護福祉
■介護過程
■介護の基本

児玉 むつみ 講師／給食管理
■給食管理実習
■学校栄養教育論

寺師 睦美 准教授／臨床栄養
■臨床栄養学
■応用栄養学

山元 有一 教授／ドイツ教育思想
■教育原理
■教職概論

生活科学科

教員紹介KAJOTAN

OG
勤務先 鹿児島協同食品株式会社

営業開発課

平成26年度
生活科学科 食物栄養学専攻   卒業

栄養士

小林 穂奈実  さん

Message

※掲載内容は取材当時のものです。

部署の中心として活躍しています。

　現在、惣菜加工品の商品開発をメ
インにやってもらっています。明るい
性格で高いコミュニケーション能力
を持っているので、お客さまからの評
判もよく、部署の中心として頑張って
います。今後も若い力で新しい商品
開発や取り組みにチャレンジしてもら
いたいと思います。

上司から一言 !

生活科学科長

食物栄学専攻主任

附属図館長 学長補佐（学生担当）

生活福祉専攻主任
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多彩な学びで教養と実務能力を身につける
教養教育と実務教育を柱とした実践的教育により、人生を豊かにする幅広い教養とコミュ
ニケーション能力の育成を重視し、それに加えて職業人に必要な専門的スキル教育も行う
ことで、将来社会で広く活躍し、地域に貢献することができる人材の育成をめざしています。

リベラルアーツ 3つのフィールド

●ビジネス・コミュニケーション 

●メディア・クリエイティブ 

●キャリア・アドバンス

■  高等学校等の教育課程を幅広く修得し、その学習を通じて、読解力･文章力･コミュ
ニケーション能力を身につけている人

■  学校内外での諸活動を通じて、自ら考え判断し、主体的な行動ができる能力を身に
つけている人

教養学科
「ヒト･シゴト･ムゲン」の教養学科。

1. 心理学･文学･文化人類学などで教養を深め、魅力ある〈ヒト〉になれます。
2. ビジネスマナーやパソコンスキルなど〈シゴト〉に役立つ技術が学べます。
3. 一般事務･医療事務、接客･サービス業、図書館司書、4年制大学への編入学など、
将来は〈ムゲン〉です。

●上級ビジネス実務士
●上級ビジネス実務士（サービス実務）
●情報処理士
●ウェブデザイン実務士
●上級秘書士
●上級秘書士（メディカル秘書）

●司書資格
●社会福祉主事任用資格
●ピアヘルパー受験資格
●日本茶アドバイザー資格
●認定絵本士

取得できる免許･資格

海江田 留寧さん（国分中央高校出身）山下 夏鈴さん（鹿児島高校出身）

ADMISSION POLICY　［ アドミッションポリシー ］ 
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教養学科で学べること

リベラルアーツ

ビジネス･コミュニケーション
フィールド 1

フィールド 2

フィールド 3

メディア･クリエイティブ

キャリア･アドバンス

Model Case

教養を高め、魅力ある人に

社会の即戦力となれる知識と技術を学ぶ

ICT能力を活かした仕事をめざす

将来について考え、発展させる

～ 教養学科の1週間  ～

自ら考え、広い視野を持つために必
要な幅広い教養を身につけます。「あ
なた」を磨き、ひと･世界･社会を知
るための学びを提供します。

ビジネスマナーから、ホスピタリティあふれる接客
接遇の実践まで、ビジネスの現場で必要とされる
知識や技術を学びます。ビジネスや医療事務の資
格が取得可能です。

企業などで必要とされる情報活用能力を身につけ
ます。情報やウェブデザイン、図書館司書の資格
取得が可能です。

自分自身を知り「働くこと」について学ぶ授業に加え、
キャリア面談や各種対策講座など個別のサポート
を受ける中で、将来について考えながら発展させる
ことができます。

齊藤 萌奈 さん（鹿児島女子高校出身）

etc…

etc…

e t c…

　教養学科は社会に出て即戦力となる人
材になれるようなカリキュラムが組まれて
いることが最大の特徴です。私は卒業後、
サービス業に就きたいと考えているので、
その目標に合わせて資格を取得し、仕事
に役立つさまざまな科目を選択しています。

ヒトを磨く「リベラルアーツ 」と
シゴトで活かせる「3つのフィールド」
教養学科の学びはリベラルアーツ＋3つのフィールド。
リベラルアーツでは「心理学」や「文化人類学」など大学ならではの学びを通して教養を深めることができ、
3つのフィールドではビジネススキルやPCスキルなど、進路に直接役立つ実務能力を身につけることができます。

前期 MON TUE WED THU FRI

1 中国語演習Ⅰ 秘書総論 日本語
表現法Ⅰ

キャリア
リサーチ

ビジネス
実務総論

2 情報活用 オフィス実務 情報科学
概論

WE LOVE 
鹿児島 !

3 地域と
マスメディア 理科基礎 歴史学

4 ウェブ
デザインⅡ 社会人基礎 生涯発達

心理学 人間と環境

5 インターン
シップ

後期 MON TUE WED THU FRI

1 カウンセ
リング入門

企業実務
演習 観光論

2 OA演習 キャリア
デザインⅠ

日本語
表現法Ⅱ

情報技術と
社会 ビジネス英語

3 中国語演習Ⅱ 生涯学習
概論 情報処理論 心理学 分子からみた

生物

4 人間関係と 
コミュニケーション

ビジネス
ワーク

5

■ 時間割（1年次）

P39

P40

P41

P42

事務（医療･金融）

司 書

公務員

ブライダル

ネットサービス

進学･留学

グランドスタッフ

ウェブデザイナー

ツーリズム

広告代理店

　皆さんには夢がありますか? 夢がある人も、これから見つけたい人も、未
来のために自分のスキルを磨き、可能性を広げていきましょう。教養学科で
は、ビジネスマナー、パソコンスキルなど、社会に出てすぐに役立つ実務系
科目から、文化人類学、心理学など大学ならではの教養科目まで幅広く学
ぶことができます。客室乗務員（CA）、グランドスタッフ等の実務経験を活
かし、皆さんの将来を全力でサポートします!

教養学科はこんな学科 !

石田 もとな 講師

教員メッセージ

Teacher’s voice
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リベラルアーツ ビジネス･
コミュニケーション
即戦力になるための、基礎的なスキルを学ぶ

興味の幅が
広がります !

ビジネスマナーが実践的に身につきます！

ビジネスの現場で必要とされるマナーから、ホスピタリティあふれる
接客接遇の実践まで、社会の即戦力になるための知識や技術を学び
ます。一般事務だけでなく、観光に関する知識や、医療事務について
も学ぶことができます。ビジネスや医療事務の資格取得が可能です。

「あなた」を磨く 「ひと」を知る 「世界」を知る 「社会」を知る

●日本語表現法
●ライフデザイン論
●生涯学習概論
　など

●人間関係とコミュニケーション
●生涯発達心理学
●臨床心理学
●カウンセリング入門
●臨床人間学
●社会心理学
●文化人類学
●哲学
●日本文学
　など

●言語･文化の多様性
● 外国語 

（英語･英会話･フランス語･
中国語･韓国語から1つ選択）

●グローバル社会への理解
●アジア太平洋社会論
●異文化間コミュニケーション論
●ビジネス英語
　など

●地域とマスメディア
●現代法学
●現代社会学
●社会福祉論
●メディア文化論
●観光論
　など

ビジネススキルを伸ばす サービスについて学ぶ 医療事務について学ぶ

●ビジネス実務総論

●オフィス実務

●ビジネスワーク

●会計処理

　など

●サービス実務総論

●観光フィールドワーク

●観光とホスピタリティ

　など

●秘書総論

●メディカル秘書総論

●診療報酬請求演習

●薬理の基礎

　など

学べる科目 学べる科目

ライフデザイン論

観光とホスピタリティ文化人類学

オフィス実務地域とマスメディア 観光論&観光フィールドワーク

社会心理学 地域学習ツアー（学外研修 Ⅰ･Ⅲ） テーブルマナー研修（学外研修Ⅳ）

言語･文化の多様性

メディア文化論

令和2年度より
開講 !

ビジネスワーク
ヨガやフラワーアレンジメントなど、毎回異なる分野の
専門家が授業を担当する、オムニバス形式の授業です。

サービスに欠かせない「ホスピタリティ（おもてなしの
心）」。学内での授業に加え、実践している様子を学び
に行きます。〈希望者のみ〉
※写真は東京ディズニーリゾート（H28～H30年度）での実施の様子

人間だけがもつ「文化」。文化が違えば何が「普通」な
のかも違います。様々な民族の「普通」を見ながら、人
間について考えていく授業です。

敬語の使い方、電話応対、来客応対などの社会人とし
て必要な基本的なビジネスマナーについての理論を学び、
実技を通して身につける科目です。

MBC（南日本放送）とのコラボレーション科目。アナウ
ンサーやタレントの方による講義やワークショップが行
われます。

鹿児島を「観光者の視点」から実際に体験･観察しつ
つ、その魅力や課題を発見していきます。観光の対象や
行程の組み立ては、受講者主体で決めていきます。

写真は、流言（うわさ等）のしくみを体験する伝言ゲーム
の様子です。身近な心理や行動、出来事を、2人以上が
いることで起こるしくみとして見ていきます。

アニメ、まんが、ファッション、音楽、
テレビCM、ネット文化などのポップ
カルチャーを通して、文化と社会の
複雑な関係性を探っていきます。

鹿児島の自然や歴史･文化に触れながら、クラス･ホー
ムの友人や教員と交流を深めます。

ホテルでコース料理を楽しみながら、ナイフ･フォーク
の使い方や食事のマナーなど、社会人として必要なテー
ブルマナーを身につけます。

「ことば」と「文化」を知ることで「世界」を学ぶ授業。イ
ギリス、ドイツ、台湾、韓国、日本について、それぞれの
語学を担当する教員が交代で授業を行います。

イベントの企画･実行を通して、仕事に必要な能力への
理解を深める授業です。チームで働く際に不可欠な心
配りに自ら気づくことをめざします。

CHECK!

荒田 桃子 さん 
（川内高校出身）

入佐 海香 さん 
（鹿屋中央高校出身）

心理系科目が
充実！

PICK
UP!

PICK
UP!

現代社会を生き抜く、
多面的な知識や技術を学ぶ

「リベラルアーツ」では教養を深め、魅力ある〈ヒト〉になるこ
とができます。「心理学」や「文化人類学」のような大学な
らではの教養科目と、「ライフデザイン論」や「言語・文化の
多様性」などのユニークな教養科目を実施しています。
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メディア･
クリエイティブ キャリア･アドバンス
時代に即した情報活用の知識や技術を学ぶ

現代社会で必要な情報活用能力を身につけます。ソフトウェア
操作に加え、デザインやホームページ･データ管理を学び、ICT

能力を活かした仕事をめざすことができます。さらに、図書館情
報学を通して、情報メディアの流通･活用を知ることもできます。
情報･ウェブデザイン･図書館司書の資格取得が可能です。

教養学科には、入学時に進路を決めている学生だけでなく、短大生活
を送る中で将来の目標を定める学生もたくさんいます。授業に加え、キャ
リア面談や各種対策講座など個別のサポートを受ける中で、将来につ
いて考えながら発展させることができます。卒業後の進路として、一般
企業のほか公務員や4年制大学への編入学をめざすことが可能です。

情報技術を学ぶ ウェブデザインを学ぶ 図書館情報学を学ぶ

●情報科学概論
●情報技術と社会
●情報処理論
●OA演習
●プログラミング
　など

●ウェブデザイン演習
●マルチメディア演習
●デザイン論
●情報デザイン演習
　など

●図書館概論
●図書館情報資源概論
●情報サービス演習
●学校図書館サービス論
●図書館実習
　など

学べる科目 キャリアサポート （キャリア支援を受ける）

●社会人基礎
●キャリアリサーチ
●キャリアデザイン
●プロジェクト演習
●企業実務演習（インターンシップ）
　など

●キャリア面談（キャリアカウンセラー対応）
●公務員対策
●4年制大学編入学対策
●各種検定取得対策
●企業訪問ツアー

学べる科目 学べる科目・サポート

情報デザイン演習 プロジェクト演習

プログラミング 企業実務演習（インターンシップ）

図書館実習

キャリアデザイン Ⅰ･Ⅱ

ノートパソコン
2年間無償貸与

情報サービス演習 Ⅰ･Ⅱ 企業訪問ツアー（学外研修Ⅱ）
おごじょたん

現代社会において、重要性が高まっているメディアコミュ
ニケーション能力を高める授業。情報をグラフィカルに
表現する方法やウェブデザインなどを学びます。

企画会議、インタビュー、原稿執筆、プレゼンを行い、
地域の情報を発信するコンテンツを作成します。教養
学科の学びの集大成となる科目です。

現代社会には必須といわれるプログラミングの知識。
授業では、ブロックを組み立てるスタイルで、基礎から
簡単なゲーム制作まで学びます。

教養学科で展開される職業に関するさまざまな講義に
加え、企業等で職場体験をすることで、将来の自分と向
き合う機会を提供します。

図書館で働く専門職員としての資質を高めるため、公共図
書館で実習を行います。学習した理論を間近で見ながら、
学内では知ることのできない多様な知識を身につけます。

自分自身を深く知り、将来について考え、目標を実現することをサポートする授業です。
ゲームやグループワークを通して十分な自己分析を行います。また、リクルートファッ
ション･メイク講座や模擬面接など就職活動への準備も授業の一環として行います。

入学後、教養学科の学生全
員に在学中自由に使用でき
るパソコンを無償で貸与し
ます。授業･空きコマ･学外
でも大活躍 !

レファレンスや情報検索などの図書館における情報サー
ビスのスキルを、図書館の資料やパソコンを使用しなが
ら実践的に身につけていきます。

仕事について学ぶことを目的に、企業や自治体などを訪
問して研修を受けます。社会人としての自覚や責任感を
再認識し、就職活動にも活かせます。

「プロジェクト演習」での成果
はWebコンテンツ「おごじょた
ん」として公開されます。「かご
ぶら  おごじょたん」で検索 !

さらに !

吉松 紗弥香 さん 
（鹿児島実業高校出身）

鍋倉 唯梨彩 さん 
（鹿児島南高校出身）

PICK
UP!

PICK
UP!

PCスキルが
アップします !

将来の可能性が
広がる !

一人ひとりが将来について考える
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一般企業、接客・販売業、金融機関、医療機関、
グランドスタッフなどの観光・交通関係、ホテル・ブライダル、
図書館司書、公務員、４年制大学への編入学など、
卒業後の進路は〈ムゲン〉です !

有馬 恵子 教授／ビジネス実務教育
■ビジネス実務総論
■秘書総論

園田 美保 准教授／社会心理学
■人間関係とコミュニケーション
■心理学

吉村 圭 准教授／イギリス文学
■ビジネス英語
■文学

岩切 朋彦 准教授／文化人類学
■文化人類学
■観光論

黒川 太郎 講師／国際関係論
■中国語
■東アジア現代文化論

石田 もとな 講師
／ESD（持続可能な開発のための教育）
■オフィス実務
■インターンシップ

有馬 利加子 准教授／情報教育
■情報活用
■OA演習

川戸 理恵子 准教授／図書館情報学
■図書館概論
■学校図書館メディアの構成

近藤 朗 准教授／情報デザイン
■情報科学概論
■情報デザイン演習

倉重 加代 教授／社会学（家族・地域）
■社会学
■日本語表現法Ⅰ･Ⅱ

教養学科

教員紹介

　入学当初から鹿児島大学への編入学を考えていた私
は、編入学試験の直前まで、教養学科の先生に対策を
していただきました。また、面接対策では学科の先生方
に練習をしてもらい、面接ノートを作って自然に答えら
れるよう練習をしました。最後まであきらめずに努力して、
後悔しないように準備することが大事だと思います。

　アパレル業界での就職を決めていたため、就職情報
サイトやキャリアセンターを活用し、就職活動を行いま
した。先生方にも相談にのっていただいたり、授業での
グループディスカッションがとても役に立ちました。焦らず、
落ち着いて就職活動ができるよう、早めに動くとスムー
ズに就職活動ができると思います。

　就職活動では、キャリアセンターに通い、求人票を見た
り、気になる企業の説明会に行って様 な々情報を得ました。
キャリアセンターでは、履歴書添削や面接練習をしていた
だいたり、相談にのっていただいたりしたことで、本番では
自信を持つことができました。卒業後は教養学科で学んだ
ことを活かし、お客様から信頼される社会人になりたいです。

　入学時から「鹿児島銀行に就職したい」という目標が
あり、インターンシップで鹿児島銀行の良さや業務内容を
知り、さらに同行に就職したいという気持ちが強くなりま
した。就職活動は心が折れそうになることもありますが、
これから先の自分の将来に大きく関わることなので、時間
をかけてしっかりと考え、後悔のない選択をしてください。

　県外での就職を希望しており、短大だけでなく、姉妹
校の志學館大学のキャリアセンターに求人票を見に行っ
たり、就職説明会に参加したりしました。当初は事務を
中心に見ていましたが、インターンシップで営業職の魅
力を知り、事務職以外にも目を向け、現在の内定先を
見つけることができました。

　就職活動で一番苦労したことは、周りの人たちのペー
スと比べてしまい焦ってやりたいことが分からなくなったこ
とです。そんな時にキャリアセンターの方々が悩みに応え
てくださり、支援してくださいました。自分の意志をしっか
り持つことも大切ですが、周りの方々の力を借りて視野を
広げるのも良いと思います。最後は必ず自分に合う企業
に出会えると信じることがが大事だと思います。

　入学時から「絶対に警察官になる！」という強い気持
ちで試験対策をしてきました。警察官の採用説明会全
てに参加したり、現場の警察官に話を聞きモチベーショ
ンを上げる工夫もしました。生まれ育った鹿児島で、大
切な人を守るという熱い気持ちで努力をし続け、無事に
内定をいただくことができました。

福村 未夢 さん （国分高校出身）

柿原 怜奈 さん （鹿児島南高校） 北 久留美 さん （串良商業高校出身） 小原 もも夏 さん （鹿児島女子高校出身）

吉永 彩乃 さん （樟南高校出身） 中川 結貴 さん （鹿児島女子高校出身）坂元 想 さん （樟南高校出身）

進学先

就職先

就職先 就職先 就職先

就職先 就職先

鹿児島大学
法文学部 人文学科  多元地域文化コース

株式会社 サマンサタバサ
ジャパンリミテッド

鹿児島県警察 サニックス株式会社 南国交通株式会社

医療法人  さこだ歯科医院 株式会社鹿児島銀行

教養学科の

卒業後の進路

教養学科長

一般企業等 
ソフトスタジオ／A s-meエステール／ JAPAN HOME WAND／ JAかごしま茶業／ JA鹿児島県連／ JK Planet／ ZERO商事／アイ･エイチ･ジェイ／あいら農業協同組合
イオンタウン姶良内郵便局／イタックス／いぶすき農業協同組合／イエステーション鹿児島中央店／縁／鹿児島銀行／かごしま水族館／ココカラファインヘルスケア／コネクシオ
さつま日置農業協同組合／サマンサタバサグループ／シンエイ動画／セイカ食品／ダイアナ／ダイレックス／ファルマコム／ホテルアービック鹿児島／マルエーフェリー／ムトウ
福岡／ユーハイム／コスモス薬品／南九州マツダ／Belldan（アジアアグリ協同組合鹿児島支部）／ Three Peace／Wiz／アイオ／アウトソーシングテクノロジー／アクトコール
アルティメットヒーリングガネーシャ／アルファー／エイジェック九州ブロック／エフ･ディ･シィ･フレンズ4℃／オモヤ／サニックス／サメシマ／スズキ自販鹿児島
セドナエンタープライズ／セルモ／トライアルカンパニー／ドラッグストアモリ／ビッグモーターグループ／フォーバル／プライムアシスタンス／ベルハウジング／レナウン
プラスエスコーポレーション（マナーハウス重富荘）／ワールドコーポレーション／ワールドストアパートナーズ／下園薩男商店／加根又本店
協栄フジテレビ／山形屋／山水／鹿児島電機サービス／森建設／川北電工／中園久太郎商店／南日本銀行／南日本放送／平岩熱学／明石屋／錦江湾飼料／九州旅客鉄道
鹿児島いずみ農業協同組合／鹿児島サンロイヤルホテル／鹿児島ダイハツ／鹿児島トヨタ自動車／鹿児島トヨペット／鹿児島ヤクルト販売／鹿児島協同食品
鹿児島空港ビルディング／鹿児島空港産業／鹿児島交通観光／鹿児島信用金庫／鹿児島中央青果／鹿児島日産自動車／小牧建設／双和食品工業／太洋ヒロセ
東横 INN福岡博多駅前祇園／南九州スバル／南九州交通共済協同組合／南国テレホン／南国交通／南国殖産／日本乾溜工業／米盛建設
医療保健 
こすもす薬局／フレンズメディカル／うのき眼科／かねこ歯科クリニック／さこだ歯科医院／サマリア歯科医院／ビューティークリニックコダマ／陽優会
クリニカルパソロジーラボラトリー／九州保健ラボラトリー／南日本薬剤センター／岸歯科医院／桜ヶ丘内科胃腸科／参天会／緑泉会／新村病院／新門整形外科
曽山歯科･けいこ矯正歯科／大隅鹿屋病院／田中矯正歯科／南風病院
学校･施設 
常盤会／創生会／カトリック･カリタス幼稚園／慶生会／原田学園医療技術専門学校／昭和幼稚園／谷山善き牧者幼稚園／天祐会（七福神）／特別養護老人ホームあけぼの
司書 
図書館流通センターえびの市民図書館／鹿児島市武･田上公民館
公務員等 
鹿児島県警察／自衛官候補生
進学 
鹿児島大学法文学部／志學館大学人間関係学部／目白大学人間学部／鹿児島キャリアデザイン専門学校

主な進路  （平成 2 9年度  －  令和元年度）
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教
養
学
科

KAJOTAN KAJOTAN

OG OG
勤務先 勤務先JA鹿児島県連

総務部人事課

南国交通株式会社
航空事業部
日本航空空港部  旅客課

平成29年度
教養学科   卒業

平成27年度
教養学科   卒業

事務職 グランドスタッフ

岡村 奈摘 さん 濱添 由利菜 さん

鹿児島で事務職に就きたいという希望をもっ
ていた岡村奈摘さん。鹿女短在学中は図書

館司書の資格を取得した他、高校から部活動とし
てやってきた演劇を続けるべく鹿女短に新規で演
劇部を立ち上げるなど充実した日々を過ごしました。
　岡村さんは希望通り、現在は JA鹿児島県連の
人事課で事務職に就き、新卒や中途の採用活動、
また教育研修の準備や当日の管理･運営などを担
当しています。入会当時から、就活中の学生たちと
接する機会が多い仕事は楽しくやりがいがあるそう
です。また高校時代までパソコンを全く使っていな
かったという岡村さんですが、鹿女短の教養学科

ではパソコンの貸出が行われていたことで在学中に
エクセルやワードのスキルを身につけることができ、
現在の業務をよりスムーズに進めることができてい
るそうです。さらに鹿女短でビジネスマナーの研修
が多くあったことも現在に活かされていると語ります。
「入会当時から、鹿女短での学びのおかげですぐに
実践に順応することができたと思います」。
　来年からは、新人向けの研修や説明会などで人
前に立つことが増えるという岡村さん。「分かりや
すい講話を行えるよう、学生時代に学んだこともしっ
かりと活かしていきたいです」と今後の意欲を見せ
てくれました。

幼い頃からグランドスタッフになると決めていた 

濱添由利菜さん。就活時期は現在勤める会
社の入社説明会に積極的に参加し受験は同社一本
に絞ったといいます。現在は夢を実現しグランドスタッ
フとして飛行機の乗客の搭乗手続き、航空券の購
入などの案内を主に担当しています。
　鹿女短在学中は鹿児島の歴史や文化を学ぶ授
業を履修し、「かごしまアジア青少年芸術祭　アジ
アん･鹿児島」というアジア各地の青少年と鹿児島
市の青少年が交流を図るイベントにボランティアとし
て参加した経験などが、県の旅行の窓口でもある鹿
児島空港での仕事に役立っているという濱添さん。

「他県や海外からの観光客も鹿児島にはたくさんい
らっしゃるので、県内の観光地やグルメ情報などを
聞かれた時、鹿女短時代に学んだことや経験したこ
とが活かされています」。
　入社前はこの仕事が自分に勤まるのか不安に思
うこともあったそうですが、実際にやってみると憧れ
の職業に就けていることに日々喜びを感じると語り
ます。プライベートで他県の空港を訪れた際にも同
職の人を見ると自分も働きたくなるほど仕事が好き
なのだとか。入社3年目の濱添さん。「今後はインス
トラクターのポジションをめざしたい」と目を輝かせ
る姿が印象的でした。

す
ぐ
に
業
務
に
対
応
で
き
た
の
は
、

在
学
中
の
学
び
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お
か
げ
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す

鹿
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島
の
歴
史
や

文
化
を
学
ん
だ
こ
と
が

空
港
で
役
立
っ
て
い
ま
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JA鹿児島県連
総務部　人事課長

南国交通株式会社
航空事業部
日本航空空港部　部長

飯田 慎一 さん 田中 慎一 さん

　濵添さんは鹿児島空港の JALの一員
として離発着便のお客さまをコントロー
ルする業務等で活躍しています。日々、
笑顔を絶やさず、お客さまに寄り添うサー
ビスを心がけている姿は頼もしく思いま
す。同僚からの信頼も厚く、会社として
も将来有望な人材として期待しています。

Message Message

※掲載内容は取材当時のものです。 ※掲載内容は取材当時のものです。　※当ページの撮影は2019年10月21日に撮影されたものであり、現行の制服のデザインとは異なります。

責任感があり、積極的に働いています。 会社も期待する有望な社員です。

　入会後から教育･採用を中心に業務
を行ってくれています。幅広い業務内容
のうえに、JA鹿児島県連の人材確保･
育成という重要な業務ですが、いつも明
るく、着実に仕事をする姿はとても感心
します。今後はさらに幅を広げ、部署内
の中心に成長してもらいたいです。

上司から一言 ! 上司から一言 !
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Peerは「仲間」、Helperは「助ける人」。つまりピアヘルパーは「仲間を助ける人」
です。カウンセリングや関連する心理学の理論･方法について学習し、教育･保育･
福祉などの場面で、相手と対等な立場で「仲間」として関わるために必要な技術を
身につけた者であることが証明される資格です。本学では全学科において、必要単
位を修得すると認定試験の受験資格が得られます。

■ 社会福祉主事任用資格

■ ピアヘルパー

■ 日本茶アドバイザー資格認定証

■ 介護職員初任者研修修了証明証 （定員制）

■ 認定絵本士 （幼・保コース、教養学科 入学生対象）

■ KRICEキャンパス

■ 放送大学との単位互換

■ 志學館大学との単位互換制度
各地方自治体の福祉事務所で、社会福祉サービスに従事する職員として任用され
る資格基準（任用資格）です。社会福祉に関する基礎的な学習を積んだという意味
合いもあることから、福祉分野の職員募集の際に、当資格の保有を求められること
があります。厚生労働大臣の指定した科目を3科目以上履修して、本学を卒業すれ
ば取得できます。

本学と志學館大学（人間関係学部･法学部）との間には、特別な単位互換制度があり、KRICEキャンパスでは受講できな
い科目も多数受講できます。この制度を利用すれば、4年制大学への編入などに有利な科目履修ができるようになります。

鹿児島県における大学等間の授業交流。県内大学･短期大学･高専の間で相互の授業科目を受講できる制度です。本学に
在籍しながら、他大学等の提供する授業科目を履修することができ、修得すれば単位として認定されます。授業料等は無料です。

学べる
短期大学等

学べる
4年制大学

●鹿児島県立短期大学 ●鹿児島純心女子短期大学
●第一幼児教育短期大学 ●鹿児島工業高等専門学校

●志學館大学 ●鹿児島大学 ●鹿屋体育大学
●鹿児島国際大学 ●鹿児島純心女子大学
●第一工業大学

こんな資格も取れます ! 単位互換制度

日本茶文化の普及啓発活動に携わることができる指導者としての資格です。本学で
は全学科において、「くらしとお茶」2単位を修得し、NPO法人日本茶インストラクター
協会に資格認定を申請すると、日本茶アドバイザー資格を取得できます。

介護を実践するために必要な知識と技術を身につけることを目的に行います。所定
科目の単位を全て修得し、修了試験（筆記･実技）の評価が一定レベルに達した場
合、介護職員初任者研修修了とみなします。

絵本に関わる幅広い知識や技能を身につけた人に与えられる称号で、絵本専門士
委員会が認定しています。地域や職場（保育所･幼稚園･小学校）で絵本の魅力や
可能性を伝え、読書活動を充実させる役割を担います。

インターンシップ

全学科共通の一般教養科目として、1年次前期
の8～9月にインターンシップを経験することがで
きます。

選 べ る ! 一般教養科目
短大生活は、自分でデザインできる !

一般教養科目って何 ?

学科･専攻･コースに関係なく、学びたいことを学ぶ科目です。
自分自身の興味関心にあわせて、学びたい科目を選択しましょう。
ただし一部の科目は免許・資格取得のための必修科目となっているので注意が必要です!

語  学

まだまだある !

Pick Up!   一般教養科目

語学は必修科目です。英語だけではなく、中国語、韓国語、フランス語といった言語にもチャレンジすることができます。
4つの言語から自分の興味関心にあわせてひとつを選び、一年間学びます。

どの学科･専攻･コースに所属していても自由に選び、学ぶことができる、それが「一般教養科目」です。
専門の枠を超えて、学びたい分野の知識を幅広く身につけ、卒業後に役立てよう!

英語

文 学

心理学

人間と環境

理科基礎

日本国憲法

分子から見た生物

社会学

日本語表現の基礎

海外事情

中国語

● フランス語

● 韓国語

リスニング、スピーキング、文法など、英語の基礎的な知識
やコミュニケーションを学びます。歌や漫画、映画が英語の
教材に !?

作品を深く「読み解く力」
を身につけます。小説な
どの文学作品はもちろ
ん、ディズニー映画や絵
本、歌の歌詞が題材にな
ることも!

みえる「行動」とみえない
「心理」の関係を学びま
す。私たちの行動の理由
や傾向を知ることで、自
分自身や、友達、家族、
他社を理解するのに役
立ちます。

人間が地球環境に適応
するために生み出してき
たさまざまな文化を紹介
しながら、人間と環境の
相互的な関係について
考えていきます。

大きな宇宙から小さな
微生物まで、この世界に
溢れる驚きいっぱいの現
象を実験とともに学んで
いきます。

自由社会の共通原理で
ある「立憲主義理念」の
理解を目途に、人権の意
義と自由社会を支える国
家機構のあらましを学び
ます。

「生物」とは何だろう、こ
のことについて今まで学
習してきた一般教養とし
ての生物と、最先端の生
物学について学び、考え
ることをめざしています。

人は生活していくうえで
様々な人と関わります。
人と人、人と組織などと
の間で起きている現象に
ついて、身近な事例を通
して学びます。

「聞く」、「話す」、「読
む」、「書く」活動を通し
て、日本語表現力の基礎
を固めます。（児童教育
学科と生活科学科にの
み開講）

学んだ外国語を使ってみ
よう!昨年は台湾を訪問
しました。交流協定校の
樹人医護管理専科学校
の学生との交流活動も
あります。

使える中国語をめざし、役立つフレーズを中心に覚えます。発
音が難しい中国語ですが、台湾からの交換留学生が練習相
手になってくれます。

こんなにある !
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専 攻 科 社会人入学［一年課程］

より専門的に学び、スペシャリストをめざす。
キャリアアップや新たな目標に向かって学ぶ社会人を応援します !

専攻科での学習は、短大卒業後のステップアップとして役立ちます。専攻の定員が少人数ですの
で、基本的にゼミナール形式の授業が主になります。意欲的に勉強をしたいという学生にとっては、
理想的な学習環境です。自分で学習テーマを見つけ、一年間かけて取り組む特別研究が、専攻
科での学習の特色になります。

これまでの社会人としての経験から、新たな夢や目標に向かって学ぶ社会人学生が鹿女短には多く在籍しています。
「子どもに関わる仕事がしたい」、「家庭での経験から介護福祉や食の大切さを知った」、「PCスキルを学んで事務の仕事に
転職したい」など、多様な経験が社会人入学のきっかけになっています。

●児童教育専攻･･･定員30名
●食物栄養専攻･･･定員10名

修業年限3年の栄養士養成施設として厚生労働省から認
められています。専攻科修了後2年以上の栄養士実務経
験で、管理栄養士国家試験の受験資格が得られます。ま
た、この専攻科で修得した単位は、4年制大学の学位（学
士）を得るために必要な単位に加えられます。

食物栄養専攻
独立行政法人大学

改革支援・学位授与機構
認定（申請予定）

前　期

学習の流れ（食物栄養専攻）

●臨床栄養学特論Ⅰ（臨床医学総論）
●栄養指導特論Ⅰ（栄養管理･教育）
●栄養学特論Ⅰ（栄養生化学）
●食物栄養学演習
●調理学特論Ⅰ（応用調理学）
●調理学特論Ⅱ（応用調理学実習）

●食品学特論Ⅰ（食品衛生学）
●臨床心理学特論
●人体構造学特論
●病理学特論
●公衆衛生学特論（公衆栄養学含む）

●栄養学特論Ⅱ（分子栄養学）
●調理学特論Ⅱ（応用調理学実習）
●食品学特論Ⅱ（食品機能学総論）
●食品学特論Ⅲ（食品機能学各論）
●臨床栄養学特論Ⅱ（臨床医学各論）
●栄養指導特論Ⅱ（学外実習）
●特別研究

後　期

■ ここがオススメ ! 鹿女短の社会人入学

■ 社会人のための支援制度

児童教育･生活科学･教養の3学科で多彩な資
格取得をめざせます。あなたの夢やキャリアプラ
ンに沿った専攻･コースを選び、社会人経験を
活かして専門分野の学びを深めていきましょう!

短大で学ぶことはすぐに役立つ、実践的なものば
かり。今の仕事のキャリアアップだけでなく、新た
な世界へチャレンジすることもできます。

社会人の入学金減免制度や経済特待生制度な
ど、学びたい社会人を経済面でも応援します。

多彩な資格

OG インタビュー

短大でキャリアアップ 経済面のバックアップ
11 22 33Point Point Point

入学金減免制度 社会人特別選考入学者は全員、入学金の半額が免除されます。

経済特待生制度 経済的事情で修学が困難な入学者（外国人留学生･「専門実践教育訓練給付金制度」利用者を除く）を対象に支援する制度（要申請）。
入学試験受験前の事前審査（無料）に申請することも、出願時に申請することもできます。

長期履修修学生制度 諸事情により、通常の就業年限2年間を超えて3年または4年の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業できる制度。
利用を希望する際は、事前に必ず入試･広報課にお問い合わせください。

専門実践教育訓練
給付金制度

児童教育学科の社会人入学者のうち、雇用保険の一般被保険者（であった人も）で、一定の条件を満たす場合は、
本学に支払った教育訓練経費（学費）の一定の割合（上限あり）がハローワークから支給されます。
詳細はハローワークにお問い合わせください。

児童教育学科  小・幼・保コース
川﨑 奈  々さん

生活科学科  食物栄養学専攻
葉棚 静枝 さん

公益財団法人 慈愛会 谷山病院
管理栄養士 岡村 瑞記 さん
平成25年度 生活科学科 食物栄養学専攻 卒業
平成28年度 専攻科 食物栄養専攻 卒業

　焼酎メーカーに14年勤務していましたが、社会科
見学の小学生の案内や、地域の保育園の子どもた
ちと芋堀りをするイベントを企画する中で、「子ども
と関わる仕事をしたい」という想いを諦めきれずにい
る自分に気付き、社会人入学を決意しました。入学
後は、年齢は違えど同じ目標を持つクラスメイトと励
まし合い、先生方のサポートをいただきながら教員
採用試験に臨み、4月から小学校教諭として教壇に
立つ夢を掴むことができました。短大で感じた「学
ぶ楽しさ」や社会人として経験してきたことを、これ
から出会う子どもたちへ伝えていきたいと思います。

　独身時代に数年間働いたあと、結婚を機に退職
しました。専業で育児に専念する中、大切な家族
の健康と自身の将来を改めて考えるようになり、
栄養学に強い興味を持つようになりました。栄養
関係の資格は民間のものも含め多くありますが、
栄養士免許を取ることをめざし、アクセスの良い
鹿女短を選びました。
　現在、小学生、中学生、高校生の子どもたちの
弁当作りや学校生活に日々奮闘する毎日です。限
られた時間をうまく使い、勉強を積み重ね栄養学
をしっかりと身につけて卒業したいと思います。

Message
センパイが答えます !

Q. 専攻科に進学した理由は?

A.短大卒業後、病院勤務をしていたとこ
ろ、目標となる管理栄養士さんに出会っ
たことがきっかけです。管理栄養士をめ
ざそうと短大の先生に相談したところ、
専攻科を勧められたため進学しました。

Q. 現在、どのようなことが役立っていますか?

A.患者様に栄養指導をしたり、カンファ
レンスを行う機会があり、専攻科での学
外実習や人前で話す講義は大変役に
立ちました。また、「食事が治療の一環」
という学びは今でも大切にしています。

Q. 後輩へ一言 !

A.管理栄養士になりたい人には専攻科
の学びはとても貴重です。先生方も手厚
くサポートしてくださるので、夢に向かって
頑張ってください!
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外国人留学生 国 際 交 流

留学生は入学後、各学科専攻で日本人学生と同じカリキュラムで学び
ます。授業やサークル活動、学生寮･カレッジマンションでの共同生活
など、留学生と地元学生との交流は多岐にわたります。日本人学生にとっ
ても他文化を知り互いに共生しあうことを学ぶ良い機会です。

鹿女短では、

留学生と日本人学生が一緒に学んでいます。

資格取得や就職に向けた留学生生活を

全学でサポートします。

鹿女短では、

留学生の受け入れや海外研修、

海外の学生との交流会など、

異文化に触れる機会がたくさんあります。

■ 留学生支援 ■ 鹿女短の国際交流

鹿女短での留学生生活

授業料免除 外国人留学生の入学者は2年間にわたり、授業料が半額免除されます。

介護福祉士養成奨励金制度 生活福祉専攻の入学者全員に、一律30万円が支給されます。

指導教員制 クラス･ホーム指導教員が各学生を親身にサポートします。

学生支援体制
学生生活全般を支える学生支援センターや、就職など卒業後の進路をサポートする
キャリアセンターも利用できます。

留学生

児童教育学科
小・幼・保コース
福山 優由 さん
（鹿児島女子高校出身）

教養学科
グェン・ティ・ニュン さん

　私はベトナム出身で、
「日本で就職する」とい
う目標のために、日本語
だけでなく、就職する際
に必要ないろいろな知
識を学ぶことができる鹿
女短を選びました。本学
で学び、自信を持って目
標を達成することができ
るよう頑張りたいです。

　以前から世界の幼児教育
について興味があり、参加し
ました。実際に日本と世界の
教育の良いところを合わせ、
幼児教育がより充実するよ
う携わっていきたいです。

樹人医護管理専科学校での研修

毎年、台湾の樹人医護管理専科学校日本語応用学科からの交換留学生が、
本学で学んでいます。在学期間中は所属する教養学科の科目だけでなく、興
味に応じてさまざまな学科の科目を受講しています。また学生寮で日本人の学
生と生活をともにするほか、紫苑祭などの学内行事やサークル活動にも積極的
に参加しています。

日本人学生と留学生がさまざまな交流を通し、異文化体験をすることを目的と
したサークルです。留学生と会話や勉強を楽しむだけでなく、それぞれの国の
料理を作ったり、映画を見たりと、自分たちでやりたいことを計画し、多くの体
験を通して楽しみながら国際交流をしています。

本学では一般教養科目の1つと
して海外研修を実施しています。
平成28～令和元年度は、交流
協定先の樹人医護管理専科学
校（台湾）を訪れました。語学研
修や台湾の学生との交流など、
他では体験し難い貴重な経験を
することができます。

樹人医護管理専科学校との交換留学制度

国際交流サークル

Message

Message
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Pick Up!

Pick Up!

キャリア支援−就職 ･ 進学 キャリアセンター
「最後の一人まで」キャリアの実現を応援します。

鹿女短がなぜ就職に強いのかをさまざまな角度からご紹介。
2018年にリニューアルした進路･就職活動を支援する「キャリアセンター」。

進路に関するさまざまなサポートをするセンターを紹介します !

開放的な
キャリアセンター

先輩･卒業生など
OGとのつながり

キャリア教育科目も充実

充実のガイダンス

就　職 編   入   学

高い就職率は信頼の証 もっと勉強したい。
そんなあなたをバックアップ !

合同企業説明会

就職活動体験発表

支援内容

求人票はもちろん、進路に関す
るあらゆることを相談することが
できるキャリアセンター。
オープンスペースで教職員が親
身になってサポートします。

実際に内定を得た先輩の体験談を聞
き、活動への心がまえを持ち、就職
活動の準備を進めます。また、さまざ
まな業界で実際に活躍している卒業
生から話を聞くなど、「オール鹿女短」
で内定をめざします。

「就職 “後 ”の自分を考える。」全学科受講可
能なキャリア教育科目も充実しています。自分
のキャリアについて考
え、就職後にも活かす
力を身につけます。

本学では全学対象のガイダンスだけでなく、
各学科専攻の専門性に応じた「業界別」
のガイダンスも実施しています。実践的な
内容で就職活動へ活かすことができます。

36,000人を超える卒業生がいる鹿女短は「最後の一人まで」をモットー
に教職員一丸となって皆さんをサポートしています。

鹿女短を卒業後、国公私立4年制大学への進学を希望する学生をサポート
しています。編入試験に対応した専門科目の指導などバックアップします。

採用実績のある企業・団体が、
学内で「事業内容」や「求める
人材」などを説明します。

各学科ごとの就活スタートの
キッカケになります。

●進路支援ガイダンス
●学内事業所ガイダンス「業界研究」
●教員採用試験一次・二次対策講座
●就職試験対策講座
●編入学支援
●各種模擬試験案内

年度 鹿女短 全国平均

R1 98.4% ―
H30 99.2% 98.6%

H29 99.7% 99.1%

H28 98.3% 97.4%

H27 98.4% 95.6%
各年とも翌年5月1日現在

生活科学科 食物栄養学専攻
才口 真由 さん（松陽高校出身）

　就職活動は、キャリアセンターで履歴書
の書き方のアドバイスをいただいたり、面接
練習をしてもらったりして、試験に備えました。
　これから就職活動を行う皆さんも、不安
が多いと思いますが、焦って早く決めるので
はなく、自分がここが良いと思えるところを
選択してください。

進路相談

エントランス

就職・進路情報

面接支援

進路に関する多くの情報を
もとに、職員がさまざまな相
談に応じます。

キャリアセンターは西館1F
にあり、本館、南館どちらか
らでも行くことができます。

キャリアセンターには多くの
求人票や説明会の情報が
掲出されています。

隣接する実習センターで
は、調べ物ができるスペー
スや、面接支援等に対応
した個室もあります。

Message

■ 過去5年間の実績

●鹿児島大学 ●大阪教育大学 ●名桜大学
●長崎国際大学 ●西九州大学 ●熊本学園大学
●名古屋学院大学 ●日本社会事業大学 ●志學館大学　他

就職先 社会福祉法人 わかば福祉会
桜ヶ丘保育園（栄養士）

01
POINT

02
POINT

03
POINT

04
POINT

徹底
解剖!
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特待生制度 奨学金制度

■ 学費減免制度

■ 日本学生支援機構／教育ローン

対　象 内　容 申請

成績特待生
第1種 学校推薦型選抜  合格者

総合型選抜  合格者
一般選抜  合格者

入試結果により本学から
特待生の資格が付与 不要

第2種

経済特待生

第1種 【申請資格】
①令和3年度募集要項の入試区分にそって受験する者。
② 日本国籍を有する者または永住者、定住者、日本人（永　
住者）の子。

【家計基準】
①給与･年金収入：「収入金額」550万円以下
②その他、事業所得の場合：「所得金額」200万円以下
○令和元年分の世帯収入が上記の基準を満たす者。
○ 世帯収入が①②にまたがる場合はそれぞれの基準を満
たし、かつ合計金額は550万円以下を申請資格とする。

提出書類を用いた審査に
より本学から特待生の資
格が付与

必要※1

第2種

第3種

離島特待生 第3種 鹿児島県奄美市・大島郡地区、種子島・屋久島地区の高等
学校を令和3年3月に卒業見込みの者（通信制課程は除く）

入試結果により本学から
特待生の資格が付与 不要

スポーツ技能
特待生 第2種 スポーツ（バレーボール）技能優秀者 入試結果により本学から

特待生の資格が付与 必要※2

※1 出願前に事前審査を行う「経済特待事前予約制度」もあります。詳細は、「令和3年度 学生募集要項」をご確認ください。 
※2 申請書類や申請方法の詳細は、「令和3年度学生募集要項」をご参照ください。

特待生区分 免除金額 免除期間

第1種 授業料全額

2年間（毎年度末に継続審査有）第2種 授業料半額

第3種 授業料1/4額

対　象 内　容 申　請

長子等減免制度 本学に在籍する姉妹2人以上の学生 長子の授業料が半額 入学後必要

社会人減免制度 社会人特別選考入学者全員 入学金半額免除 不要

外国人留学生減免制度　 外国人留学生入試入学者全員 授業料半額免除 不要

対　象 内　容 申　請

志學館学園奨学金 学業および人物が優れている学生 在学期間中月額24,000円を給付
（返還不要） 不要

対　象 内　容 申　請

鹿児島県介護福祉士
修学資金等貸付事業

生活福祉専攻入学者
のうち希望者

鹿児島県内の介護福祉士資格をめざす学生に対
する就学資金等の貸付を、社会福祉法人鹿児島
県社会福祉協議会が行うもの。

※要返還。ただし、卒業年度に国試合格し、合格　
1年以内に介護福祉士に登録後（不合格であれば
次年度の国試合格後）鹿児島県内施設で介護職
員として5年間（過疎地または入学時45歳以上の
離職者の場合は3年間）従事した場合、返還が免
除される。

本学入試･広報
課にお問い合わせ
ください。

専門実践教育訓練
給付金制度
（申請予定）

社会人入学者のうち、雇用保険の一般被保険者の方もしくは一般被保険者
であった方で一定の条件を満たす方を対象に本学に支払った教育訓練費（学
費）の一定の割合（上限あり）がハローワークから支給されます。詳しくは各
ハローワークにお尋ねください。

入学後必要

対　象 内　容 申　請

介護福祉士養成奨励金 生活福祉専攻入学者
（職業委託訓練生を除く） 入学後に一律30万円を給付 入学後必要

介護福祉士養成
奨学金貸付制度

生活福祉専攻入学者
のうち希望者

特別養護老人ホームなどの事業所が2年間の学
費等を貸し付ける制度。
※要返還。ただし、卒業後一定期間貸付事業
所で就業すると貸付金全額の返還が免除される。
本制度を利用可能な事業所は本学HPでご確認
ください。

本学入試･広報
課にお問い合わせ
ください。

日本学生支援機構 日本政策金融公庫 オリエントコーポレーション 
「学費サポートプラン」

セディナ 
「セディナ学費ローン」

■ 特待生の区分 ■ 本学独自の奨学金制度

■ その他奨学金制度

■ 特待生の種類

各自でお問い合わせいただきご利用ください。
日本学生支援機構奨学金をご利用の場合は在学高校での「予約採用」をおすすめします。

学園奨学生メッセージ

児童教育学科 幼･保コース
栗山 みずほ さん （川内商工高校出身）

　私は一度、社会人として会社に就職しました。子どもと触れあう機会がある仕事でした。
子どもたちの明るさや笑顔が辛い出来事を忘れさせてくれました。働くうちに、子どもと
関わることができる保育士になりたいと思うようになりました。学園奨学生に採用された
ことで気が引き締まり、さらに勉強に取り組むようになったと思います。また、この奨学
金のおかげてアルバイトを辞め、公務員試験（保育士）の勉強に、いっそう時間を割ける
ようになりました。

Message
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地域連携活動

入学試験が変わります !
令和3年度入試から鹿児島女子短期大学の入試が変わります。
詳細な内容については、令和3年度募集要項をご確認ください。

入学試験に関するお問い合わせは、鹿児島女子短期大学入試･広報課へ !

tel 099-257-1754

鹿女短では、地域再生の核となる「地（知）の拠点（COC： Center of Community）」活動として、地域連携センターを中心に、
教育･研究に社会貢献を組み込んだ「すこやかLife支援プロジェクト in 鹿児島」活動に取り組んでいます。

すこやか教育

すこやか生活   地域への貢献

地域と連携し、アクティブ･ラーニングを通して地域について学び、地域課題の解決に
取り組む力を身につけていきます。それらの地域志向の科目からいくつかご紹介します。

鹿女短生は、所属学科やサークル活動の一環で祭りの手伝いや保育パフォーマンスの
提供、一人暮らし高齢者支援など多様なボランティア活動に取り組んでいます。
また、鹿女短では、子育て･福祉･くらしと文化に関する公開講座も開講しています。

環境教育演習（屋久島合宿）
／児童教育学科

絆工房シオンちゃん

鹿児島市学生消防団

第5回かごしま食育フェスタ山川子どもクラブ運営のお手伝い

すこやか子育て支援講座
（楽しくリトミック）

「紫原独居老人昼食会」のお手伝い

ヤング踊り連 Team鹿女短

観光フィールドワーク
／教養学科

学外研修Ⅰ （産地交流会 in 大隅）
／食物栄養学専攻

屋久島で様々な自然体験をし、地域で支える農
業等についての理解を深めています。また、環境
教育活動を行っている団体のイベントに参加し、
子どもとの交流を楽しみました。

学生主体でボランティア活動の促進、管
理、運営に当たる組織です。オープンキャ
ンパスでは、高校生に地域連携の魅力
を発信しています。

将来の地域防災の担い手育成を目的と
した鹿児島市の事業。入団した学生は、
授業と調整しながら、研修やイベントに
参加しています。

鹿児島市主催の「食育フェスタ」に出展
し『大豆の豆助と学ぶ「味噌でスマイル」
（味噌玉づくりワークショップ）』を実施
しました。幼児から高齢者まで約150人
の参加がありました。

指宿市から毎年小学校の長期休暇中
に、学童と楽しく過ごすボランティアの
公募があり、学生が参加しています。

ピアノの音に合わせ、体を動かし、楽
器を使って親子の触れ合いを楽しみ、
笑顔あふれる時間となりました。

毎月第一土曜日に紫原福祉館で開催さ
れる昼食会のボランティアに参加、高齢
者の方との食事も一緒に楽しんでいます。

「渋谷・鹿児島おはら祭」への出演など、郷
土の伝統的な踊りを通して鹿児島の魅力を
発信しています。国内だけではなく、過去に
はシンガポールなど国外でも披露しました。

地域の担い手として、「観光者の視点」から自身
の関わる地域を知るための体験型科目です。昨
年度は、「SNS映えする観光資源の発掘」という
視点から鹿児島市の観光を捉えました。

食教育の実践と地域の連携を目的に吾平町や東
串良町まで出向き、茄子や南瓜のハウス見学や
ピーマンの収穫を体験し生産者と交流しています。

令和3年度入試はこれまでの入試から多くの変更点があります。
募集要項をしっかり確認しておきましょう !

入学試験の名称が変わります。自分の受験目標とする入試をしっかり確認しておきましょう!

※評定平均値が3.5以上であることが出願資格の1つになります。指定校は各高校の進路指導室でご確認ください。

POINT 1 入試の名称変更 !

推薦入試 AO入試 試験選考

学校推薦型選抜 （指定校型）※ 総合型選抜 一般選抜

学校推薦型選抜 （公募型）

各種入学試験のスケジュールが変わります。一番最初の出願スタートは9月の総合型選抜です。
募集要項で出願期間･入試日･合格発表･入学手続期間などの流れを確認しておきましょう!

POINT 2 入試スケジュール変更 !

一 般選抜の合格判定において、大学入学共通テストを利用します。
※ 大学入学共通テストは、大学入試センター試験に代わり、2021年度大学入学者選抜からの導入が予定されている日本の大学
の共通入学試験です。独立行政法人大学入試センターによって実施されます。

POINT 3 大学入学共通テストの利用 !

一般選抜一期A方式･B方式･二期B方式は一科目受験になります。
面接試験は課されません。

入試に関連するQ&AをHP上で紹介しています。そちらもチェックしてみてください。

POINT 4 一般選抜が受験しやすくなります !

T O P I C

NEW

NEW
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T i m e  S c h e d u l e

Campus Life 2021
鹿 女 短 生のとある1日。

ここからは鹿 女 短ライフを一 足はやくご紹 介 。
さまざまな鹿 女 短の魅 力を見つけてみてください !

鹿 女 短の学 生はどんな毎日を過ごしているのでしょうか。
ここでは、現 役 鹿 女 短 生の「とある1日」をご紹 介します。

鹿 女 短ってこんなとこ !

6：15  起床

鹿女短到着  8：30

9：10  1コマ目  音楽

10：50　ピアノの練習

12：30　昼食

16：10　学友会活動

17：30  帰宅

23：00  就寝

Kajotan’s item

鹿女短は鹿児島中央駅近くの通学に便利な場

所にあります。児童教育学科では先輩とペアを

組むので、実習やテストのことなどを相談しや

すいです。ピアノの練習室も37部屋あり、いつ

でも練習できます。レッスンは一人ひとりに合わ

せたペースで行ってくれるため、ピアノ初心者

でも安心です !

ピアノの楽譜は常に持ち歩いてい
ます。ピアノの練習は大変ですが、
夢に向かって頑張ります!

今日の1コマ目は音楽 ! ピア
ノだけではなく体を使った
表現方法など、
幼稚園教諭や保
育士に必要な実
践的な知識が得
られます !

鹿女短には個室のピアノ練
習室がたくさんあります。先
生のレッスンも受けられて
ピアノ初心者でも安心 !

今日は天気も良くて、ポカポ
カ暖かいので中庭でお弁当
ランチ !春には桜も咲いてい
てとても綺麗 !

今日は新1年生が学友会に入会す
るための面接。学友会は短大のイ
ベントに大きく関わるのでやりが
いがあります !

年間スケジュール デイリースケジュール

 4 月 入学式
   オリエンテーション
   前期授業開始
 5 月 鹿女短スポレク祭 
 6 月 「創設者の思い」講演会
   奄美地区･出張オープンキャンパス 
 7 月 前期試験
   夏の第1回オープンキャンパス 
 8 月 夏季休業
   夏の第2回オープンキャンパス 

 9 月 夏季休業
   後期授業開始
 10 月 紫苑祭
12 月 冬季休業
 1 月 後期試験
 3 月 卒業式
   春季休業
   春のオープンキャンパス

短大の講義は高校とは違い90分で行われます。また、自
分で受ける授業を選んで時間割を組み立てます。時間割
次第では空きコマもありますの で、有効活用しましょう。

1コマ目 9:10 ～ 10:40

2コマ目 10:50 ～ 12:20

昼食時間 12:20 ～ 13:10

3コマ目 13:10 ～ 14:40

4コマ目 14:50 ～ 16:20

5コマ目 16:30 ～ 18:00

（鹿児島東高校出身）

児童教育学科
幼・保コース

上 菜月 さん

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!
DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

Campus
Life 
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スポレク祭 紫苑祭
"アットホームKAJOTAN!"の
コンセプトのもと、毎年5月に開催される
ビッグイベント!

毎年10月にさまざまなテーマで開催される
学園祭「紫苑祭」。
前夜祭から大盛り上がりの鹿女短最大のお祭りです。

Campus
Life 

Campus
Life 

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

学友会会長
児童教育学科

泉 碧依 さん

実行委員長
教養学科

中川 結貴 さん

学生だけでなく、先生や職員の方まで参加する一大スポーツ
イベント!

この日は
学内解放日!多くのお客様が
鹿女短に

やってきます!

GoalGoal ! !! !

D a n c e !D a n c e !
D a n c e ! !D a n c e ! !

GoGo!!
GoGo! !! !

EnjoyEnjoy! !! !

W e l c o m e ! !W e l c o m e ! !

JumpJump!!
JumpJump! !! !
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サークル 活 動

九州大学1部リーグ上位進出と全日本大学選手権出場を目標に
活動しています。4年制大学に負けないチームワークを大切に、
愛され続けるチームをめざして頑張っています。学科や専攻･コー
スに関係なく和気あいあいとしたアットホームなチームです。

鹿児島の観光に注目して活動するサークル。現地へ
実際に行って調査するフィールドワークや、それによっ
て得られた情報をもとにみんなで考察する振り返り
活動などを行っています。

バレーボール部 観光研究サークル（かじょかん）

バレーボール部 部長
加藤 由実 さん
教養学科
（鹿児島南高校出身）

観光研究サークル 部長
岩澤 愛海 さん
教養学科
（加治木高校出身）

全国大会めざして
頑張っています!
年齢関係なく
とっても仲良し!

体育系 文化系
●バレーボール部
●ヤング踊り連「Team鹿女短」
●バスケットボール部

　　●幼児体操部
　　●ダンス部
 

●バドミントン部
●卓球部
　　　　　 など

●観光研究（かじょかん）
●製菓紅茶研究会
●ウインドアンサンブル

●献血推進（ちーちゃん）
●児童文化研究部
●茶道

●自閉症ボランティア（ちゅうりっぷ）
●手話
●軽音楽 など

合宿もあります !  みんなでワイワイ!

県内あちこちにお出かけ !毎年恒例 !  鹿児島マラソンのボランティア

観光について実際に現地に行って学びます !

Club Activities

SportSport CultureCulture

Campus
Life 

Campus
Life 

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

鹿児島のことを
知ることができるうえに、
いろんなところに行けて

とても楽しい！
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本 館

東 館
南 館

体育館

中 庭

西 館

東 門

正 門

ナポリ通り
鹿児島中央駅 ▶

Campus map Kajotan
周辺NAVI

鹿児島中央駅やバス停も近く、通学に便利な
鹿児島女子短期大学。
多くの鹿女短生がこの場所で
Kajotan Lifeを満喫しています。

「鹿女短のまわりって
どんなところなんだろう?」
そんな疑問に答えるキャンパス周辺の
魅力を紹介 !

図書館

自然

カフェ

ショッピング

交通

イベント

ピアノ練習室

MM教室 コンピュータ室 入浴実習室 体育館 中庭

なんでも学生相談室 給食管理実習室 調理実習室100周年記念ホール

学生ホール 小児保健実習室 第一実験室 ビジネス実務演習室
約17万冊におよぶ図書を所蔵。
鹿児島県関係の図書も多く取り
揃えています。

鹿女短キャンパスのすぐそばには鹿
児島市の中心部を流れる甲突川があ
ります。両岸には桜並木の遊歩道が
あり、特に春はお花見で賑わいます。

鹿女短周辺にはカフェも多くあり、学生も空き
時間や学校帰りに多く利用しています。近くに
は大人気のあのパン屋も!

Backerei danken　中央店
〒890-0053 鹿児島市中央町16-5
営業時間 8:00-18:00／月曜定休

アミュプラザ鹿児島は通学途中で通える一番のショッピングスポッ
ト。近所には鹿女短生も多く利用する文具のしんぷくもあります。
また天文館エリアにもアクセスが良く抜群の環境です。

JR･鹿児島市電･バスのどれを
とっても便利 !鹿児島中央駅か
ら徒歩約10分にある鹿女短は、
鹿児島市電（新屋敷電停）もす
ぐ。バス停も多くあり、どこから
来るにも便利な場所にあります。鹿女短周辺では1年を通してさまざま

なイベントが楽しめます。鹿児島中央
駅はグルメやファッションのイベント
も盛りだくさん !

かごしまの風と光とナポリ祭　2019年5月の様子

37部屋ある個室のピアノレッスン
室。空き時間で自由に練習でき
ます。

グループワークを行う講義用の
教室です。必要に応じて収納式
のパソコンを使用できます。

情報処理の講義用教室。イン
ターネットに接続されたパソコン
が並びます。

生活福祉専攻の入浴実習室。
本格的な入浴介助が体験でき
ます。

体育やサークル活動で使用しま
す。入学式･卒業式･紫苑祭･
スポレク祭もここで行われます。

中庭は学生にとって憩いの場。
天気の良い春先には日なたぼっ
こに最適です。

学生生活をサポートするため、
公認心理師（臨床心理士）が相
談に応じています。

食物栄養学専攻の給食管理実
習室。実践的なキッチンや器具
が揃ってます。

食物栄養学専攻が調理実習を
行います。ここで「食」のプロを
めざします。

学園100周年を記念した最大406名
収容可能の多目的ホール。講演や舞
台発表、コンサートなども行われます。

昼休みになると多くの学生でに
ぎわいます。空き時間に勉強を
したりと多目的な空間です。

「子どもの保健Ⅱ」の演習で使用
し ます。医療用べッドや人体模
型など で本格的に学べます。

食物栄養学専攻の実験に使用
します。実験に必要な多くの器
具が揃っています。

マナー演習や面接対策などに使
用します。これで面接はバッチリ!

本館2F

本館6F

南館4F 南館5F 東館1F

西館1F 南館1F 南館2F本館7F

本館3F 本館5F 本館5F 本館6F

NATURE

CAFE

SHOPPING

TRAFFIC
EVENT

キャンパスマップ

Campus
Life 

Campus
Life 

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !! DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!
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カレッジマンション

アパート・マンション

住まいサポート 通学事情 DATA
鹿女短では、自宅からの通学が困難な学生のために、

学生寮や家具 ･ 家電があらかじめ設置されたカレッジマンションを設けています。
キャンパスに近い一人暮らし用マンション探しのサポートも行っているので安心です。

鹿児島女子短期大学は鹿児島中央駅から徒歩約10分 !
アクセスがよく、多様な交通手段で県内外各地からの通学が可能です。

現役の学生はどこから、どうやって通っているのでしょうか ?

芙 蓉 寮 芙蓉寮は、経験豊かな寮監 ･ 寮監補佐が寝食をともにし、親身になって
お世話しますので安心して暮らせます。学生寮で仲間と楽しく過ごしましょう!

親元を離れて自立への第一歩 ! 鹿児島中央駅に近いキャンパスの周辺は、
一人暮らし用のマンションも多くあります。

カレッジマンションは、マンション等の住戸を複数の個室に
分けて利用するシェアルームです。食事は自炊です。

設備 ･･････冷房･インターネット完備
定員 ･･････ 23名（2名1室）
入寮費 ････ 37,000円（入寮時1回のみ）
寮費 ･･････ 112,500円（半期分）
食費（朝夕2食）･光熱費 月額：34,500円
※9･2･3月は別途徴収あり

■ キャンパス周辺の住宅相場（ワンルーム）
35,000円～50,000円
（光熱費、水道費除く）
※ 本学と提携している不動産業者を紹介しています。

設備････冷房･インターネット完備
定員 ････各戸3～4名
入居費･･居室費1ヵ月分
寮費････月額32,500円～40,000円程度
◎6ヵ月分前払い   ◎光熱費、インターネット料金込
※入居する部屋により変動あり

児童教育学科  幼・保コース
摺木 優花 さん （川辺高校出身）

教養学科
中間 有希乃 さん （大口高校出身）

児童教育学科 幼･保コース
春 花音さん （大島高校出身）

　一人暮らしを始めてから、料理、洗
濯、掃除などの家事をできるようにな
りました。最初は不安もありましたが、
今は楽しいです。勉強とアルバイトの
両立は大変ですが、友達と遊んだり、
趣味を楽しんだりすることで、とても
楽しい日々を過ごしています。

　学生寮はセキュリティが万全で、
親元を離れても安心して規則正し
い生活を送ることができます。困っ
たことがあったら、すぐに寮監や
寮監補佐の先生に相談すること
ができるのも寮の特徴です。
　他の寮生である友人と助け合
いながら毎日過ごせるので、楽し
いです。

　短大まで徒歩約5分で、鹿児島中央駅と天文館の間にマ
ンションがあるので、とても便利です。1人ずつの個室がある
ので、個人の時間を大切にしながら、ルームメイトと一緒にご
飯を食べたり、行事を楽しんだりと日々充実しています。

出身地はどこですか ?

各地から1コマ目に間に合うようにJR 通学するには…

鹿児島本線

新 幹 線 指宿枕崎線

日豊本線●川 内 駅 8：03発 鹿児島中央駅8：53着
●串木野駅 8：16発 鹿児島中央駅8：53着
●伊集院駅 8：36発 鹿児島中央駅8：53着

●出 水 駅 7:57発 鹿児島中央駅8：20着 ●指宿駅7：28発 鹿児島中央駅8：51着
●喜入駅7：59発 鹿児島中央駅8：51着

●国分駅8：02発 鹿児島中央駅8：47着

※令和2年4月現在

Q

Q

Q
短大までの
片道通学
時間は?

通学に
使う主な
交通手段は?

鹿児島市内

49%

姶良・伊佐

11%

大隅

10%

南薩

9%

北薩

7%

県外・国外

7%

JR&鉄道

～30分 31～60分 61～120分 121分～

徒歩

バス

単車&自転車

市電

フェリー

その他

種子・屋久・
奄美

7%

37%

38% 41%

20%
1%

26%

22%

8%

5%

1%

1%

教養学科
有馬 菜緒 さん（垂水高校出身）

生活科学科 食物栄養学専攻
髙橋 宏菜 さん（出水高校出身）

　フェリーに乗っている45分間は、
本を読んだり、音楽を聴いたり、友
達と話したりしながら過ごしています。
通学時間はバスも含めて1時間近く
かかりますが、とても充実した時間を
過ごしています。

　出水駅から鹿児島中央駅まで新幹
線で通っています。新幹線での30分
間は、実習のレポートを書いたり、音
楽を聴いたりしています。時には、外
国人観光客の方と英語で会話するこ
ともあり、通学時間を楽しんでいます。

Message

Campus
Life 

Campus
Life 

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !! DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

MemoMemo
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　学校法人志學館学園は明治40年に創設者満田ユイ先生が鹿児島女子手芸伝習所を開設

されて以来、建学の精神「時代に即応した堅実にして有為な人間の育成」と創設者のみおしえ

「雪の如く清らかに　月の如く明らけく　花の如く撫子の　強く　優しく」に支えられ、110年を超え

る歴史を刻んできました。幼稚園から大学まで設置する総合学園として、地域のニーズに応えられる

人材を育てています。

　その中で鹿児島女子短期大学は、学科名や教育内容は少しずつ変遷しながらも、その本質は

ゆらぐことなく、受け継がれています。即ち、人を慈しみ育てる力、人々の生活を助ける力、広い視野と

教養を持ち社会に貢献する力、これらは、どんなに時代が変わろうとも、人間が社会を形成していく

上でなくてはならない力です。本学への進学を希望される皆様は、是非この機会を活かし、有為な

人間となってはばたかれていくことを期待します。

学長メッセージ

学 長　志賀 啓一
入試に関することは
同封の募集要項をCHECK!

さらに詳しい情報はPC・スマホから
鹿女短公式HPをCHECK!

入試に関しては同封してある募集要項に
詳細を記載してあります。ご確認ください。

http://www.jkajyo.ac.jp
鹿児島女子短期大学の最新情報が随時更新さ
れるホームページをぜひチェックしてみてください。

SNS
鹿児島女子短期大学では、SNSを活用し多くの情報を発信しています。

鹿女短のアカウントをフォローして学校のことをもっと知ろう!

もっと鹿女短 2もっと鹿女短 1

SNSフォロー
キャンペーン!
鹿女短のいずれかのアカウントを

フォローして、キャンパスでフォロー画面を
見せてくれた方全員に

鹿女短オリジナルグッスをプレゼント!
※詳細については

入試・広報課（ ☎ 099-257-1754 ）に
お問い合わせください

もっともっと鹿女短を知ろう !

学 校 法 人  志 學 館 学 園

地域に根ざして一世紀。
「時代に即応した堅実にして有為な人間の育成」。

この建学の精神のもと、幼稚園から大学まで設置する総合学園として、地域に貢献しています。

Twitter Instagram Facebook LINE YouTube

学園本部
鹿児島市高麗町5-27

鹿児島女子短期大学
鹿児島市高麗町6-9

志學館中等部･高等部
鹿児島市南郡元町32-1

鹿児島女子短期大学附属 
かもめ幼稚園
鹿児島市紫原1-19-20

鹿児島女子短期大学附属 
すみれ幼稚園
鹿児島市皇徳寺4-44-1

鹿児島女子短期大学附属  
なでしこ幼稚園
鹿児島市明和2-41-1

なでしこ保育園
鹿児島市明和2-41-1

志學館大学
鹿児島市紫原1-59-1
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