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1人ひとりの夢を
叶える学科･専攻･コースが5つ 鹿児島女子短期大学には、みなさんの夢や目標に合わせて

バラエティ豊かな5つの学科・専攻・コースがあります。

「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
●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
●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

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習得します。授業
と実習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
･IT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。

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

生活福祉
専  攻

P4

P8

P16

P23

P29

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

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3年5月1日時点

創立 年56

サークル数29

就職率98.6%

取得可能な
資格数

24
個室の
ピアノ練習室

37部屋

学生が利用できる
PC台数

約150台

約900m

鹿児島
中央駅から

学生数663名 教職員数140名 37,097名

卒業生数

約171,000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。

体育系7、文化系22に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。

3万７千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。

資格
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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 P4 　　幼･保コース P 8

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

白石 渚沙さん（鹿児島女子高校出身）

児童教育学科
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小･幼･保コースの 多彩な授業
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

幼稚園教育実習 Ⅰ

国語科指導法

施設実習 Ⅰ ･ 施設実習Ⅱ

外国語指導法

保育所実習Ⅰ

子どもの健康と安全

保育内容（環境）の指導法

小学校教育実習

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。

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つなげます。

「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。

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。

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。

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。

子どもの健康管理と安全管理にかかわる保健活動につ
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。

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。

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児童音楽の基礎的技能を高めます。

小･幼･保コースの 実 習
教育･保育の現場に直結した
実践的な実習が充実しています。

　2年間で小学校教諭の免許
を取得することができるという
部分に魅力を感じ、小・幼・保
コースを選びました。専門性の
高い先生方の講義は学ぶこと
が多く、毎日がとても充実して
います。教員採用試験を受験
する際にも、先生方が親身に
なってサポートをしてくださいま
した。

　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 !

学生メッセージ

Student's voice
教員メッセージ

Teacher's voice

白石 香菜子 さん 
（鹿児島中央高校出身）

横峯 孝昭 准教授

教員採用試験に現役合格することができました !

就職先 鹿児島県小学校教諭
（姶良市立姶良小学校）
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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めざすことができます。

経験豊かな教員が、国語・算数・社会・理科・英語・体
育・音楽・図画工作・家庭科等の出題について指導を
行います。

「教育法規」「教育心理」「特別支援教育」等の教
職教養について、教育学の専門家である教員が丁
寧に解説します。

二次試験の一つである集団討論対策として、現役
学生と卒業生を交えたグループを作り、集団討論を
行った上で、適切な指導をします。

POINT 1 POINT 2 POINT 3

教職経験者等による丁寧な
一般教養・小学校全科・実技指導

高い専門性を持った教員による
教職教育の授業

卒業生も交えた
二次試験対策

小学校教諭 ･･････【鹿児島県】南さつま市立加世田小学校／姶良市立姶良小学校
小
（臨時的任用教員）
学校教諭 ･････  【鹿児島市】南小学校／武岡台養護学校　【大　隅】協和小学校／寿小学校／田崎小学校　　

【川 　 薩】里小学校／串木野養護学校　 
【姶良・霧島】錦江小学校／陵南小学校／松原なぎさ小学校／牧之原養護学校　 
【熊 毛 郡】島間小学校／大川小学校　　【大 島 郡】西阿室小学校　 
【鹿児島郡】平島小中学校／三島竹島学園／宝島小中学校　【熊本県】深田小学校

社会福祉事業団等 ･【鹿児島市】鹿児島県社会福祉事業団（児童養護施設）／鹿児島市社会事業協会（保育所）
幼稚園 ･･････････ 【霧 島 市】竹の子幼稚園
認定こども園 ･････ 【鹿児島市】伊敷幼稚園／しらゆきこども園　【霧島市】新光こども園／宮内こども園 

 【肝 属 郡】高山こども園
保育所 ･･････････ 【鹿児島市】東開保育園　【南九州市】頴娃保育園　【薩摩川内市】清涼保育園 

 【出 水 市】野田保育園　【姶良市】宮島わらべ保育園／川野保育所 
 【東 京 都】㈱ネス・コーポレーション

福祉施設 ････････ 【鹿児島市】鹿児島自然学園　【南さつま市】南さつま子どもの家　【霧島市】サポートセンターかがやき
医療保健 ････････ 【鹿児島市】いまきいれ総合病院
進学 ･･･････････ 【鹿児島市】第一工業大学工学部

主な進路先  （令和2年度） 進路状況  （令和元年度—令和2年度）

小学校

42.9%

保育所

18.6%

認定こども園

18.6%

福祉施設7.1%

地方公務・
社会福祉
事業団等5.7%

医療保健1.4%幼稚園1.4%
その他 4.3%

　小学校の担任の先生がきっかけで、私も教師
をめざしたいという夢を持つようになりました。
　1年生の春休みに本格的に試験対策を始め、
一般教養（全科）や教職教養に時間を費やし、
過去問を解くことを繰り返しました。対策講座で
は、先生方に各教科の最終チェックをしていた
だきとても濃い講座内容でした。

　中学生の頃からの夢であった小児科病棟で保
育士として働くために、先生方にもご協力をいた
だき、1年生の夏休みから病院でのボランティアに
も参加しました。先生方やキャリアセンターでも
相談に乗ってもらい、面接練習や履歴書添削など
もしてもらいました。
　子どもたちやその家族にとって、安心や笑顔に
つながる支援ができる保育士になりたいです。

　保育所や乳児院など、様々な施設で働くことが
できると思い、事業協会を志望しました。就職活
動は、実習期間と重なっていたので早めに準備に
取り組みました。先生方に面接練習をしていただ
いたり、模擬保育を見ていただいたりして、教養・
実技試験の対策を行いました。感謝の気持ちを
忘れず、明るく笑顔の保育士をめざします。

　小学校教諭をめざして小・幼・保コースに入学しました。実習
を重ねるうちに、自分には小学校就学前の年齢の子どもたちの
保育が合っていると思い、認定こども園への就職を考えるよう
になりました。
　短大で就職先の園の求人票を見つけ、見学に行かせていた
だき、教育・保育の両方に注力しているところに魅力を感じました。
　短大生活を楽しめる時間は限られています。何事にも全力で
取り組み自分のやりたいことを見つけながら、実りある学生生活
を送ってください。

川原 瑠菜 さん （鹿児島女子高校出身）

井上 葵 さん （鹿児島女子高校出身）

宮前 彩織 さん （伊集院高校出身）

日野 あゆり さん （鹿児島高校出身）

就職先

就職先

就職先

就職先

鹿児島県小学校教諭

公益社団法人昭和会
いまきいれ総合病院

鹿児島市社会事業協会

学校法人石田学園
宮内認定こども園

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。授業と実習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

村 望笑さん（国分中央高校出身）

児童教育学科

小･幼･保コースの 卒業後の進路
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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様々な困りごとに
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･児童期の多様な製作活動を体験し、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。

　専門的な講義や2年間で計
5回の実習など、保育の現場で
活かせるカリキュラムが組まれ
ていることが魅力で鹿女短を
志望しました。
　児童教育学科には、同じ夢
を持つ仲間が多く集まっている
ので、とても良い刺激を受けて
います。
　私たちと一緒に、鹿女短で
素敵な保育者をめざしてみま
せんか?

　幼･保コースでは、学内の授業で保
育者としての基本的な知識と技術を学
び、学外実習では授業で学んだことを活
かして実践力を身につけて、保育の専門
家をめざします。学外実習にあたっては、
事前指導を行い個別的な実習計画や実
習準備を支援します。
　教員全員で皆さんの夢をサポートします!

幼・保コースは保育の専門家を
めざすコースです !田中 陽菜 さん 

（伊集院高校出身）

幼･保コースの 多彩な授業

学生メッセージ

Student's voice
教員メッセージ

Teacher's voice

宇都 弘美 教授 
児童教育学科長

幼稚園教育実習Ⅰ

保育所実習Ⅱ

保育所実習Ⅰ

幼稚園教育実習Ⅱ

1年次の11～12月に附属幼稚園で1クラスに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つなげます。

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

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。

幼・保コースの 実 習
教育･保育の現場に直結した
実践的な実習が充実しています。
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保育所

46%

認定こども園

27%

幼稚園

11%

福祉施設
6%

地方公務

その他

5%

進学1%3%
医療保健1%

DI SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

　園見学に行かせていただいた際、子どもたちや
先生方の温かい雰囲気に惹かれ、この園で子ども
たちと一緒に成長していきたいと思い、志望しました。
　後輩の皆さんも、頼りになる先生方に協力しても
らったり、同じ目標を持つ友人と情報を交換したり
しながら精一杯頑張ってください !

　施設での実習や学内での講義を通して、児童養
護施設や乳児院に興味を持ちました。内定をいた
だいた乳児院には、個別で見学させていただき、私
もここで働きたいという気持ちが強くなりました。
　卒業後は自分の可能性を最大限に引き出して頑
張りたいです。

　園見学をさせてただいた際に、自分の得意なこと
を活かしつつ成長しながら地元で保育を行うことが
できると思い、志望しました。
　キャリアセンターで履歴書添削や面接練習をして
いただき、対策に取り組みました。悩んだときはキャ
リアセンターの職員の方や担任の先生に相談してみ
てください !

久保 七愛さん （鹿屋農業高校出身） 児玉 玲菜 さん （鹿児島実業高校出身） 木原 鈴乃 さん （川内高校出身）

幼･保コースの 卒業後の進路 児童教育学科  OG

就職先 就職先 就職先社会福祉法人 平和福祉会
平和保育園

社会福祉法人 潤心会
かのや乳児院

学校法人 押野学園
認定こども園 せんだい幼稚園

公務員･社会事業協会等 
【鹿児島市】 鹿児島市役所（保育士）　【奄美群島】 奄美市役所（保育士）／和泊町職員（保育士）／高丘保育所
【種子・屋久】 中種子町役場（保育士）
幼稚園 
【鹿児島市】  鹿児島女子短期大学附属なでしこ幼稚園・すみれ幼稚園／いにしき幼稚園／さみどり幼稚園／ 

集成幼稚園／昭和幼稚園／太陽の子幼稚園／武岡幼稚園／唐湊幼稚園
【南　　薩】長野幼稚園　【霧島・姶良】薫光幼稚園 　【大　　隅】第一鹿屋幼稚園
【愛  知  県】東郷旭丘幼稚園
保育所 
【鹿児島市】 いちご保育園／石谷の森保育園／吉野けだな保育園／たけおか保育園／じげんじ保育園／ 

なかよし夢ほいくえん・ひまわり夢ほいくえん／栄幸保育園／めぐみ保育園／こうえい保育園／ 
つぼみ保育園／チェルシー保育園／久遠保育園・ルンビニ保育園／東開保育園／川上福祉会／ 
城山保育園／和田保育園／わかくさ保育園／あい保育園唐湊／南谷山保育園／きよみ保育園／ 
影原保育園／すみれ保育園／アイグラン／白菊・ユズリ葉の杜も幾円／あすなろ保育園／竹之迫保育園／ 
上樋ちぇれすて保育園／教恵保育園／きずな保育園／げんき・キッズ保育園／アルベロ保育園

【南　　薩】内山田保育園／こどもの森保育園／慈光保育園／しらゆき保育園
【川　　薩】隈之城・勝目・青山保育園／市来保育園／蓮華保育園
【姶　　良】建昌福祉会　【大　　隅】西南保育園／平和保育園
【福  岡  県】 デュランタ保育園／屋形原保育園／隅田保育園／こぐま保育園／からふる福岡東保育園／ 

からふる千早2号保育園
【沖  縄  県】こじか保育園　【千  葉  県】グローバルキッズ　【神奈川県】芸術の森保育園
【東  京  都】ほっぺるらんど志村坂上／目黒おおとり保育園／アソシエ・インターナショナル
認定こども園 
【鹿児島市】 紫原幼稚園／こばと・ゆなの木こども園／うちの幼稚園／こまつばら幼稚園／吉田南幼稚園／ 

鹿児島おおとり幼稚園／つばき幼稚園／桜ヶ丘中央幼稚園／武岡幼稚園
【日　　 置】吹上中央こども園
【南　　薩】ちらん平和こども園／べっぷ里山こども園／ひばりこども園
【北　　薩】 せんだい幼稚園／青山幼稚園／すわこども園／若あゆこども園／川内すわこども園／ 

薩摩川内こども園／リボンこども園／川内すわこども園セカンド／愛こども園
【姶良・霧島】啓明幼稚園／池島こども園／日当山総合こども園／ひかりこども園／新光こども園
【大　　隅】 しょうしん月の森こども園／きらり園／大丸保育園／青葉保育園／恵心保育園／和光こども園／ 

松下保育園／わかば保育園／瑞穂保育園／通山こども園
福祉施設 
【鹿児島市】 くすのき会LIMO／児童デイサービスおひさま／ニチイ学館／ときわの家／キッズデイ未来への翼／ 

すくすくしえんせんたー風のことり／通所支援事業所まんまる
【出　　水】北星園　【大　　隅】愛生会／かのや乳児院

主な進路先  （令和 2年度）進路状況  （令和2年度）

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いただいた際に、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、子どもたちと多くの時間を過ご
すことで喜怒哀楽を共有できることが一番のやりがいです。

石坂：年少さんの担任をしていますが、日々の日誌や指導案の
書き方など短大で学んだことがとても生かされています。これ
からも笑顔の絶えない先生をめざして頑張ります !

田中：幼稚園教諭として年中組を担当しています。短大の実習
で学んだことは現在の仕事にも生きています。一人ひとりに寄
り添える先生になるために日々を頑張りたいです。

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
営する保育園で、保育士として働いています。園の先輩方もと
ても優しく、かわいい子どもたちにも囲まれて、充実した日々を
送っています。短大時代に学んだ保育に関する知識は現場で
もとても役立っています。

5年生の担任として毎日、いろいろなことが起こる中でも充実し
た日々を過ごしています。子どもたちのどんどん成長していく姿
を見るのはとてもやりがいを感じます。短大時代の経験を生か
して、子どもたち一人ひとりの目線で受け止められる先生にな
れるよう頑張っていきたいです。

児童養護施設
慈光園 （曽於市）

鹿児島女子短期大学附属
すみれ幼稚園 （鹿児島市）

鹿児島県社会福祉事業団
同胞保育園 （鹿児島市）

姶良市立
加治木小学校 （姶良市）

平成30年度
幼・保コース卒

平成30年度卒

平成30年度
小・幼・保コース卒

平成26年度
小・幼コース卒

保育士

幼稚園教諭

保育士

小学校教諭

奥野 茉優 さん

左：石坂 菜々子 さん（幼･保コース）
右：田中 千佳 さん（小･幼･保コース）

尾原 茉央 さん

元野 彩 さん

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!

実践的な講義が多く、
仕事にも即活かせます !

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。

教員採用試験の対策など、
卒業後も様々な面で
サポートしてくれます !
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私は高校、大学、大学院で英語や英語圏の文化
を学んできました。その経験を生かし、現在は

「外国語指導法」「アメリカの文化」など、英語だけで
なく幅広い言語や異文化に関わる科目を担当してい
ます。
　心がけるのは何より楽しい授業。「英語演習」では
英語でのコミュニケーションの練習を多く取り入れて
います。また小学校教諭志望者のための「外国語」「外
国語指導法」の授業では理論を学ぶだけでなく、ゲー
ムや模擬授業などによる実践経験も大事にしています。
中でも学生たちから評判が良い授業は、ディズニー・プ
リンセスの映画を分析しながらアメリカの文化につい

て学ぶというもの。そこでは、それまでの自分の価値
観だけでは気づかなかったことを発見できるはずです。
　私が授業で伝えたいのは、異なる文化と接する際
に自分たちの言語、常識、価値観を「当たり前」と思
わずに、相手の立場になってよく考えるということです。
これは保育や教育の現場で乳幼児や児童と接する際
にも、同じことが言えると思います。
　アメリカの企業家スティーヴ・ジョブズは、人生にお
いて点と点を繋ぐことが大切だと述べています。皆さ
んも鹿女短での専門的な学びや様々な活動をきっか
けに周りの世界に関心を持って、点と点を繋ぐように
視野を広げていってください。

私の専門はリトミックを中心とした幼児音楽
教育学です。保育現場では歌やリトミッ

クをはじめリズム遊び、わらべうたや絵描き歌な
どの音楽活動が必ず行われます。私が授業で伝
えていることは、保育者は音楽を通して子どもと
どのように遊ぶことができるか、どのような力を子
どもたちにもたらすことができるかです。それらを
学生一人ひとりが自ら考え保育現場で活かして
ほしいと思っています。
　保育現場の音楽教育においては、まず保育者
が音楽を楽しんでいることが大切です。音楽に
苦手意識がある学生でもピアノを使わずにできる

音遊びなど、遊びのレパートリーをひとつでも増
せるように指導し、また楽譜を自分で簡単な譜面
にできる技術を伝えるなど、学生が音楽を心から
楽しいと感じられるような授業を心がけています。
　教育･保育の様々な専門分野の教員、そして
鹿児島県内外の多くの保育現場で活躍する卒
業生がいることは鹿女短の魅力のひとつです。
学生たちは教員や先輩たちのサポートを受け、
友人と協力し合いながら、実習をはじめ様々なこ
とに挑戦し夢に邁進しています。幼稚園教諭や
保育士をめざすなら、ぜひ私たちと一緒に学び
ませんか。

英
語
だ
け
で
な
く
、

幅
広
い
言
語
や
異
文
化
を

楽
し
く
学
ぶ
こ
と
が
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ま
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音
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心
か
ら
楽
し
い
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感
じ
ら
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る
よ
う
な
授
業
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心
が
け
て
い
ま
す

KAJOTAN KAJOTAN

教 員 教 員

担当科目
英語演習Ⅰ ・Ⅱ、外国語、外国語指導法、
アメリカの文化

担当科目
幼児と表現、保育内容（表現）の指導法、
子どもと音楽Ⅲ、子どもと音楽Ⅳ、
レクリエーション･ワーク

児童教育学科 児童教育学科

生田 和也 講師 中村 礼香 准教授

Pick Up Pick Up

教員紹介

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

大村 一光 教授／運動方法学
■保育内容（健康）の指導法
■幼児と健康

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
■教育課程・保育課程

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

平本 譲 准教授／社会福祉学
■子ども家庭福祉
■子育て支援

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
■外国語指導法 ■アメリカの文化

金浦 美咲 助教／舞踊教育
■体育実技
■子どもと運動遊び

今村 幸子 助教／応用行動分析
■特別支援教育・保育
■教育心理学

佐藤 慶治 講師／音楽教育学
■音楽
■音楽科指導法

藤川 和也 講師／国語科教育学
■国語科指導法
■幼児と言葉

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

渡邉 光浩 准教授／情報教育
■情報機器演習
■情報メディアの活用

平嶋 慶子 准教授／発達心理学
■保育内容（言葉）の指導法
■子どもの理解と援助

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

松元 理恵子 教授／臨床心理学
■教育相談
■カウンセリング入門

池田 哲之 教授／公法学・教育学
■日本国憲法
■教育制度論

井上 周一郎 教授／彫刻
■図画工作科指導法
■図画工作

村若 修 教授／哲学・倫理学
■倫理学
■道徳教育の指導法

宇都 弘美 教授／母子保健
■子どもの保健
■乳児保育

児童教育学科長 幼・保コース主任 小・幼・保コース主任副学長 学長補佐（教務担当）
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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
●介護コンシェルジュ（本学認定資格）
●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

NEW

生活科学科

取得できる免許･資格

生活福祉専攻 P 16 食物栄養学専攻 P 23

四元 亜依さん（鹿児島高校出身）
松元 彩華さん（鹿児島女子高校出身）

ADMISSION POLICY　［ アドミッションポリシー ］ 
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　生活福祉専攻は、講義と演習を通して専門的な知識や技術を習得しつつ、学
外での実習により実践力を身につけることができます。少人数教育により、先生
方からきめ細やかな指導を受けることができます。
　留学生や社会人の方など、様々な学生が在籍しているため、異なる文化を知る
ことができ、技術や知識以外にも多くのことを学ぶことができます。

　生活福祉専攻では、介護福祉の現場への夢や希望を持つ仲間と、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。
　私たちと一緒に、自分自身の将来の夢を描き、実現してみませんか。

生活福祉専攻はこんな専攻です !松元 彩華 さん （鹿児島女子高校出身）

福永 宏子 講師

学生メッセージ

Student's voice
教員メッセージ

Teacher's voice

介護福祉士として必要な知識や技術を
身につけるための多様な授業が行われます。

様々なケースに対応できるよう、施設や事業所などで、
実践的な実習や研修を行っています。

生活支援技術A 経管栄養演習ターミナルケア

認知症の理解 介護総合演習介護事務演習

「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。

人が生命を全うするまで、どのように周囲が支えてい
けるのか、人間存在の根源を問いつつ、介護の役割を
学びます。

認知症のある方に対して、適切なケアを行うために必
要な医学的知識や介護知識を学びます。地域で認知
症のある方を支援するシステムについても学びます。

介護福祉士に必要な知識や技術、介護過程の展開
能力等を学内での学びと実習での学びとを総合するこ
とで深めていきます。

実際の介護給付費点数計算の演習を行います。

生活福祉専攻の 多彩な授業 生活福祉専攻の 実習･研修

介護実習Ⅰ-①

学外研修

野外活動実習
介護実習Ⅲ

介護実習Ⅳ

鹿児島県内の居宅系事業所（通所介護
事業所・通所リハビリテーション・訪問介
護事業所・グループホーム等）にて実習を
行います。介護実習Ⅰー①では1週間、介
護実習Ⅰー②では2週間かけて学びます。

「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。

鹿児島県内の入所系施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・障害
者支援施設のいずれか）にて、2週間実習を行います。介護過程の展開に
関する実践力を身につけます。

鹿児島県内の入所系施設で、3週間実習を
行います。一連の介護過程の展開を継続
的に実践する力を身につけます。

介護福祉の現場で役立つ知識や技術を向上させる目的で設けられた 

本学認定の資格です。レクリエーション、手話やメイクなどを学び体験
することで取得できます。以下の1～3が資格取得の要件です。

1.  演習「介護ホスピタリティ」の単位取得
2.  演習「レクリエーション・ワーク」の単位取得
3.  「介護の日」関連の行事参加

介護コンシェルジュ （本学認定資格）New

介 護コンシェルジュ
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施設に居住している方

ご自宅で暮らしている方

●特別養護老人ホーム
●介護老人保健施設
●有料老人ホーム  など
●デイサービス
●デイケア
●訪問介護　など

高齢者

子ども

大人

●児童発達支援事業
●放課後等デイサービス  など

●障害者支援支援施設
●就労継続事業所  など

障害者

対 象 施 設 な ど

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
教えてもらいました。
　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、
介護福祉士を取得す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、介護福祉士をめざす皆さんにお勧めした
い制度です。

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。

（令和3年4月現在）
※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施設設
●姶良･伊佐地域 ･･･ 4施設　　●大隅地域 ･･･ 6施設

提携先

介護福祉士養成奨学金貸付制度
利用者OGインタビュー

介護福祉士
をめざす皆さんへ

岩元 瑞恵 さん 

取得資格
●介護福祉士
●保育士

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3年3月卒業生

令和3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

100%

　内定先からの奨学金を受け、2年間鹿女短
で学んできました。通常の就職活動とは違い
ましたが、施設を見学させてもらい、職員の方
と話をしたり施設の案内をしていただいたりし
ました。
　今後は、笑顔で優しく利用者の方 と々接し、
利用者の皆さんが安全・快適に過ごせるお手
伝いができる介護福祉士として働きたいです。

　生まれ育った鹿児島で働きたいと考えて
いるときに、就職先からお誘いをいただきま
した。1年次の実習でお世話になり、職場
環境や福利厚生面に魅力を感じ、現在の
就職先に内定をいただきました。
　利用者の思いに寄り添い、その方の望む
生活が送れるよう支援できる介護福祉士に
なりたいです。

コン フーン チン さん 
（神村学園専修学校日本語科出身）

中渡瀬 姫奈 さん 
（指宿商業高校出身）

就職先 就職先

ひなたスマイルケア
サポーターズ株式会社

社会福祉法人 尚徳会
徳光苑

施設 
社会福祉法人 落穂会 徳光苑
川辺みどり園 ひなたスマイルケアサポーターズ
聖の郷 睦園
さくら苑 コーボー
精祥グループホーム やまぶき クオリエ
ろうけん青空 社会福祉法人 青鳥会
通所介護事業所 岡村さん家 嘉祥園
社会福祉法人 黒潮会 アルファリビング鹿児島東千石
恵誠園 鹿屋長寿園
ビハーラ アルテンハイム鹿児島
保育所  
はるやま森の保育園

主な進路先 令和元年度 -2年度施設の種類

生活福祉専攻の 卒業後の進路

中学生のころからなりたかった介護福祉士になることができ、とても幸せな毎日を送っ
ています。短大時代の様々な実習や経験豊富な先生方のアドバイスが、実際に現場
で働く今、とても役立っています。利用者様一人ひとりと向き合う介護福祉士になり
たいです。

日本が好きで出身地のベトナムでは、日本語を学んでいました。日本語と介護の最
先端の知識や技術などを学ぶために入学しました。短大では、ただ、生活の支援を
するだけでなく、利用者の方の意欲や生きがいも一緒にみつけることが大切だという
ことを学びました。今、働く現場でそれらを実践しています。

介護老人保健施設
クオリエ

特別養護老人ホーム
ビハーラ

令和元年度  生活福祉専攻卒
（川内高校出身）

令和元年度  生活福祉専攻卒
（九州日本語学校出身）

介護福祉士介護福祉士

藤園 真衣 さんグェン ティ フォン さん

在学中に
多くの資格を
取得しました !

生活福祉専攻  OG

DI SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !! D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

同じ目標を持った仲間や、
親切な先生が

たくさんいます !

明るい先生がたくさん !
親身になって

相談に乗ってくれます

介護老人保健施設
はやひと（伊佐市）

平成30年度卒

介護福祉士

牛之濱 愛美 さん
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介護福祉士に必要な学習は、人間と社会･
介護･こころとからだのしくみ･医療的ケア

の4つの分野ですが、私は「こころとからだのしくみ」
と「医療的ケア」の科目を主に指導しています。
教員になる前は看護師として病院に勤め、さらに
保健師養成の学校で保健師と養護教諭に必要な
勉強をしてきましたので、授業では看護師として
体験したことなどを実例として示しながらを進める
ことも多いです。対人援助に携わる者には知識や
技術に加え豊かな感性が求められます。学生たち
には単なる技術ではなく、専門的な裏付けに加え
て心のこもった実践力を身につけてほしいです。そ

のためにも様々な場面で「なぜなのか」と考える
過程の大切さを伝えられるように努めています。
　鹿女短での介護福祉士養成の授業は、私も含
め介護や福祉･医療の実務経験があるバラエティ
に富んだ教員たちが担当し、多くのスキルを身につ
けることができます。介護福祉士に必要な学習を
通して介護保険実務士や医事実務士など事務系
の資格や保育士の受験支援の機会も得られます。
　少しでも「人の役に立ちたいから勉強しよう」と
思われている方は豊かな感性の持ち主です。その
感性を鹿女短で多くの体験を通じて、さらに磨い
てほしいと思います。

感
性
を
磨
き
な
が
ら
、

専
門
的
な
力
を

身
に
つ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う

KAJOTAN

教 員

担当科目
医療的ケア関連科目（経管栄養･喀痰吸引）、
介護技術の基礎、生活支援技術、
介護総合演習、介護実習

生活科学科  生活福祉専攻

浜崎 眞美 教授

Pick Up

教員紹介

浜崎 眞美 教授／医療的ケア
■経管栄養
■喀痰吸引

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）

久留須 直也 准教授／社会福祉
■社会と制度の理解
■社会福祉援助技術

竹中 正巳 教授／自然人類学
■人類学
■解剖生理学

福永 宏子 講師／介護福祉
■介護過程
■介護の基本

生活科学科長

生活福祉専攻主任

現役生、社会人、留学生…。生活福祉専攻は多様な学生が日々、福祉のことを学んでいます。
今回、それぞれ違う立場の学生同士で生活福祉専攻のことを語ってもらいました。

社会人入学生

教　員

留学生

現役生

現役生

現役生

岩元 瑞恵 さん

福永 宏子 講師

マイ トゥ タオ さん（ベトナム出身）
温 秀霞 さん（中国出身）

四元 亜依 さん（鹿児島高校出身）

松元 彩華 さん（鹿児島女子高校出身）

福元 希望 さん（鹿屋中央高校出身）

四元 社会人入学生の岩元さんから見て、生活福祉専
攻はどう見えていますか?
岩元 現役生に加え社会人、留学生もいて、それぞれが
認め合いながら福祉について学んでいます。とても良い
雰囲気の専攻だと思います。
四元  社会人として入学した当初はどうでしたか?
岩元 最初は現役生に受け入れてもらえるか心配でした
が、少人数で現役生や社会人の垣根もなく、すぐに打ち
解けることができました。逆に現役生は社会人をどう見
てるの?
四元 社会人の方は考え方の幅が広く、学ぶことがとて
も多いです。家庭がある方もいて、福祉の勉強と両立し

ている姿を間近で見ると、自分ももっと頑張らないとと
刺激になります。
岩元 それぞれがそれぞれの立場で福祉のことを学んで
いるので、年齢に関係なく切磋琢磨できるところが一番
の魅力ですよね。目的意識がはっきりした学生が多いの
で学びの質もとても高いと思います。現役生からフレッ
シュな考え方や若い感覚も学べます !
四元 私たち現役生にとっても、福祉のことはもちろんで
すが、人生のことも社会人の方から学べるのでとても良
い環境だと思います。自分の性格のせいもありますが、
なんでも相談させてもらっています ! 

福永 松元さんはなぜ、鹿女短の福祉専攻に進学してき
たの?
松元 特別支援学校で働いている親戚の影響と、オープ
ンキャンパスなどで、とても明るい雰囲気の学校に魅力
を感じ、鹿女短への進学を決めました。
福永 実際に1年間学んでみて、鹿女短の福祉専攻の魅
力ってなんだと思う?
松元 鹿女短は一般教養の授業もあるので、福祉だけで
はない幅広い知識を学べることに魅力を感じました。ま
た、留学生や社会人など多様な人たちと一緒に過ごす
ことで、いろいろな考え方も学んでいます。
松元 福永先生は鹿女短の福祉専攻の魅力はなんだと
思いますか?

福永 福祉というと高齢者のイメージが強いと思いますが、
子どもや障害者などにも当てはまります。卒業すれば保
育士試験受験の免除制度もありますし、四年制大学へ
の編入もあります。介護、精神福祉、社会福祉、心理、
保育など出口の幅広さは大きな魅力かな。
松元 私のように高校卒業後に現役生として入学を考え
ている人にメッセージをお願いできますか?
福永 福祉を学んだあとの出口が幅広いので、将来の目
標がまだはっきり決まっていない人でもこれから先どう
生きていくかを見つけることができる専攻です。自分ら
しく、自分を必要としてくれる仕事を一緒に見つけてい
きましょう!

福元 留学生にとって生活福祉専攻での学びはどうです
か?
マイ 鹿女短に入学してからは、日本語で福祉の専門科
目を学ぶので、最初は勉強についていくのが大変でした。
温   日本人の学生が色んな場面で助けてくれます。授
業でも分からない単語があった時には、分かりやすい言
葉で説明してくれることがよくあります。
福元 これまでのバックグラウンドが国によって全然違う
ので、始めは留学生と仲良くなれるか不安もありました
が、言葉のチョイスや話すスピードなどを工夫するとちゃ
んと伝わるというのが分かりました。
マイ 授業の合間も日本人・留学生関係なくみんなでよく
昼食を取ったり、勉強したりしています。

福元 休み時間には留学生たちが家族と母国語で電話
するのを聞くのも、新鮮です。
温   これまでの経験はバラバラですが、助け合い協力し
合っています。
福元 日本人・留学生が「介護福祉士国家試験合格」と
いう同じひとつの目標に向かって学んでいるので、とても
良い雰囲気だと思います。
マイ 授業で学んだことを、実習でさらに深めることがで
きるのでそれも魅力ですね。
温   実習で施設の利用者さんと話すときには鹿児島弁
も出てくるので、鹿児島弁も学んでいます !

特 別 企 画

生活福祉専攻 スペシャルスペシャル 対 談
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　食物栄養学専攻では、講義
や実習を通して栄養士として
必要な知識や技術を身につけ
ることができます。レポートな
ど大変なこともありますが、技
術だけでなく精神面でも成長
することができています。
　2年間、同じ目標を持った仲
間と一緒に鹿女短で「食」や
「栄養」について学びませんか?

　私たちにとって健康は大切なものです。
そのためにも毎日の食事は疎かにできま
せん。
　子どもから高齢者まで、すべての人の
健康を願い、栄養バランスに配慮した献
立を立てられる栄養士。そして、食べ物
の大切さ、食べることの喜びを伝えるこ
とができる栄養士。そのような、食を通
して人々を笑顔にすることができる食の
専門家を、共にめざしましょう。

食物栄養学専攻は
こんな専攻です !

内村 菜奈未 さん 
（国分中央高校出身）

木戸 めぐみ 助教

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、たんぱく質、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
食生活について学びます。

食物栄養学専攻の 多彩な授業

学生メッセージ

Student's voice
教員メッセージ

Teacher's voice

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
※取得できる資格に変更が生じる可能性があります。

取得できる免許･資格

髙吉 捺那さん（鹿屋女子高校出身）

生活科学科

「食」に携わる仕事に必要な様々な知識や技術を
身につけるために多彩な授業が行われます。
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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。

食物栄養学専攻の 卒業後の進路食物栄養学専攻の 実習･研修･その他行事

医療機関 
愛育病院／植村病院／奄美病院／国分中央病院
幼稚園・保育所・認定こども園 
 笹桐福祉会／むれが岡保育園／はなぶさ保育園／光華こども園／興国保育園／ぴよぴよ保育園／辻ヶ丘幼稚園／
下井保育園／串木野保育園／内山田保育園／済生会川内病院なでしこ保育園／栄幸保育園／頴娃保育園
福祉施設 
フリースマイル／おさしお
外食産業：受託給食会社など 
富士産業／厚生／シダックス／ココシス／東洋食品
一般企業：食品加工・流通含む 
フードウェイ／ジーアールコミュニケート
進学 
九州女子大学 家政学部人間生活科／鹿児島純心女子大学 看護栄養学部健康栄養学科／ 
長崎国際大学  健康管理学部健康栄養学科

主な進路先 令和2年度 進路状況  （令和2年度）

外食産業
（給食受託会社含む）

33.3%

一般企業
（食品加工会社含む）

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%

免許や資格取得だけでなく、仕事での様々なケースに
対応できるよう、実践的な実習や研修を行います。

医療法人徳洲会
山川病院 （指宿市）

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

管理栄養士

野中 優里 さん

だるま保育園 （出水市）

平成28年度卒
生活科学科 食物栄養学専攻

栄養士

松本 彩里 さん

■ キャリアガイダンスⅠ・Ⅱ
栄養士として活躍している先輩方の講話を聞き、社会人とし
ての心構えや社会性・実践力を養います。

■ 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、実習前の準備
や心構えなど給食実務の理解を深めます。

■ 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を行い、成績優秀者をめざして
勉強に励みます。

■ 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
食し方など一連のマナーを学びます。

■ 学外実習事前訪問
栄養士免許証の取得には、学外実習への参加が必須です。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。

　幼い頃から学校給食に興味があり、食で子どもたち
を笑顔にしたいと思い、志望しました。キャリアセンター
では、履歴書の添削や、面接指導をしていただき、就職
試験での質問にも落ち着いて答えることができました。
　一人で悩まずに、キャリアセンターや先生方に頼って、
自分の夢に向かって頑張ってください !

　就職試験に向け、面接練習や、スピード感を意識
した野菜の切り方など実技試験の練習に取り組みま
した。
　後輩の皆さんも、調理が好きな気持ちを大切に、
日々、学校や家で技術を磨くことをおすすめします !

　子どもたちの給食に携わることができる職場を探し、
五感に触れる食育を行っている点に魅力を感じ志望
先を決めました。
　就職活動は、履歴書添削や児童教育学科の友人
に手伝ってもらって、少しでも子どもへの理解を深め
られるように努めました。

　栄養を考慮した調理に力を入れていることに魅力を
感じ、内定先を志望しました。就職活動では内定先を
見学させていただき、職場の雰囲気などを感じることが
できたので良かったと思います。
　就職活動は焦らずに自分に合った就職先を見つける
ことが大切だと思います。皆さんも頑張ってください !

吉田 衣織 さん  （与論高校出身）

甲斐 蓮花 さん  （錦江湾高校出身） 松元 蘭 さん  （鹿屋女子高校出身）

宮内 菜月 さん  （国分中央高校出身）

就職先

就職先 就職先

就職先株式会社 東洋食品

医療法人  愛育会
愛育病院

社会福祉法人 興国学舎福祉会
興国保育園

株式会社 ココシス

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。

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。

食物栄養学専攻  OG

DI SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !! D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

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!

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 !

■ 学外研修Ⅰ（生産者との交流）
食教育の実践と地域との連携を目的に、なすやかぼちゃのハウ
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。

■ 給食管理実習（学外Ⅰ・Ⅱ）
6月と8月に実施される学外実
習では、給食管理業務に必
要な知識や技術を習得する
ために、事業所や病院などの
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
る貴重な機会です。

■ 学校給食管理実習（学外Ⅰ）
■ 栄養教育実習（学外）
栄養教諭二種免許状取得
の必修科目で、給食施設に
おいて1週間給食業務を学
び、さらに小･中学校で1週
間教育実習を行います。栄養教諭として、児童・生徒の健康を
第一に考えた教育の方法等を学びます。

■ 給食管理実習Ⅰ・Ⅱ
学内施設で学生を対象とした
給食業務（大量調理）を行いま
す。献立作成から試作･検討、
食材量管理など一連の給食管
理業務を学び実践します。

■ 1･2年生交流会
2年生は、学外実習で経験した
り学んだりしたことを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っています。

25 26Kagoshima Women's College Kagoshima Women's College



Check!

生
活
科
学
科

私の専門は給食管理で、給食を作るための
知識と技術を教えています。令和2年3月

まで栄養教諭として小中学校の給食管理や食に
関する指導に携わってきましたが、この経験を未
来の栄養士・栄養教諭の育成に活かそうと考え、
出身校である鹿女短に教員として戻ってきました。
　鹿女短の給食管理・調理、栄養教育において
は実際の給食の現場や食育を体験しながら、必
要な資質能力を高める演習を行います。高度な
知識を得ることはもとより、大量調理のための機
器と大量の食材を実際に扱いながら、実践力を
身につけることができます。

　私の授業では、おいしくバランスのよい献立を
作ることはもちろんですが、栄養、地場産物など
の意味を伝えるようなメッセージやテーマのある
給食作りの必要性を伝えています。また、安心・
安全な給食作りのための衛生管理についてや、
理論だけでは分かりにくい栄養教諭の仕事内容
についても、私の経験を通してより分かりやすく
伝え、支援いたします。鹿女短には施設設備と
丁寧な指導体制が整っており、卒業後も管理栄
養士国家試験に向けた支援を行っています。私
たちと目標に向かって、一緒に充実した時間を過
ごしましょう。

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
あ
る

給
食
作
り
の
必
要
性
を

伝
え
て
い
き
た
い
で
す

KAJOTAN

教 員

担当科目
給食管理、給食管理実習Ⅰ、
給食実務演習Ⅰ、学外実習Ⅰ・Ⅱ指導、
学校給食管理実習（学外Ⅰ）、
給食管理実習Ⅱ、給食実務演習Ⅱ、
学校栄養教育論、教職実践演習（栄養教諭）

生活科学科  食物栄養学専攻

児玉 むつみ 講師

Pick Up

教員紹介

桜島大根とは？

附属図書館長 食物栄養学専攻主任

山元 有一 教授／ドイツ教育思想
■教育原理
■教職概論

改元 香 准教授／栄養指導
■栄養指導論
■栄養指導実習

新蔵 朝世 助手／調理学
■調理学実習
■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

児玉 むつみ 講師／給食管理
■給食管理実習
■学校栄養教育論

木戸 めぐみ 助教／食品学
■食品加工学実習
■食品学総論

純浦 めぐみ 助手／給食管理
■給食管理実習
■栄養指導実習

住澤 知之 教授／生化学
■栄養生化学
■栄養学総論

山﨑 歌織 教授／調理科学
■調理学
■調理学実習

寺師 睦美 准教授／臨床栄養
■臨床栄養学概論
■応用栄養学

食物栄養学専攻の学生が多く所属する
食素材研究会（サークル）では、
地域食材の魅力を広く発信する活動を行っています。
鹿児島の伝統野菜「桜島大根」もテーマ食材の一つです。
桜島で根付けから収穫までを体験し、レシピの考案を行っています！

材料

作り方

●グラタンの材料
桜島大根（葉含む） ･･ 500～600g
ベーコン ･････････････････ 4枚
バター ･･････････････････ 10g
塩・こしょう ･･････････････ 少々
刻みパセリ ･･････････････ 少々

① 桜島大根を大きめの短冊切りにする。葉は細かく刻む。ベーコンは1cm幅に切る。
② フライパンにバターを熱して、①の具材を入れて炒め、塩・こしょうで調味し、グラ
タン皿に入れる。
③ ホワイトソースを作る。鍋に水と固形コンソメを入れ沸騰させ、牛乳とバターを
加える。水で溶いた米粉を加えてよく混ぜ、とろみをつける。塩・こしょうで調味し、
最後に生クリームを加えて混ぜる。

④②のグラタン皿にホワイトソースをかけ、粉チーズをふりかける。200℃のオーブンで約20分焼く。
⑤ 焼きあがったら、刻みパセリをふりかける。

桜島大根を使ったメニューは、福司山エツ子
名誉教授と食物栄養学専攻の木戸めぐみ助教の著書
でも多く紹介されています !
郷土料理と家庭料理の2部構成で、全70種類のメニュー

●ホワイトソースの材料
　水 ････････････ 200ml
　固形コンソメ ･････ 1個
牛乳 ････････････ 300ml
バター ････････････ 20g
　米粉 ･････････ 大さじ4
　水 ･････････････ 50ml

塩 ･････････ 小さじ1/4弱
こしょう ･･････････ 少々
生クリーム ･･････ 大さじ2

Recipe 今回は桜島大根をつかったグラタンレシピを紹介します！  ぜひご自宅で作ってみてください。

活 動 紹 介

食素材研究会食素材研究会食素材研究会食素材研究会の
活動を紹介します！

　桜島大根は、世界一重い
大根としてギネスブックに認
定されています。その胴回り
は119cm、重さが31.1kg！
血管をしなやかにする成分「トリゴネリン」
が多く含まれることで近年注目を浴びて
いる食材です。
　煮ても煮崩れしにくく、味がしみこみや
すく、甘味があり、果肉も緻密で雪のよう
に白いことから、漬け物、煮物、デザート
など、幅広い用途に使うことができます。
葉も濃緑色でほとんど苦みがなく、葉から
根まで食することができる食材です。

「体にやさしい　桜島大根・大根料理アラカルト」
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教 養 学 科

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 IT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

竹下 歩華さん（国分高校出身）吉井 琴春さん（宮崎第一高校出身）

ADMISSION POLICY　［ アドミッションポリシー ］ 
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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。

中島 萌絵 さん
（鹿児島女子高校出身）

中島 美歌 さん（鹿児島女子高校出身）

etc…

etc…

e t c…

　教養学科は、ビジネスマナーから接客接遇
の実践まで、就職につながる知識や技術を学
ぶことができます。卒業後、病院の事務職で
勤めたいと考えているので、目標に合わせて授
業を選択しています。

　教養学科では、ビジネスの現場で必
要とされる知識や技術を実践的・体験
的な活動を通して幅広く学ぶことがで
きます。私は将来、社会の即戦力とな
る人材になれるように、教養を高め魅
力ある人間になれるよう努力しています。
教養学科で幅広く教養を学び、充実し
た学生生活を一緒に送りませんか?

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 IT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 英語演習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 かごしまの
ダイナミズム

3 地域と
マスメディア 理科基礎 数学基礎

4 社会人基礎 情報科学
概論

分子から見た
生物

5

後期 MON TUE WED THU FRI

1 人間関係と 
コミュミケーション

日本語
表現法Ⅱ

2 キャリア
デザインⅠ

企業実務
演習

情報技術と
社会

ビジネス
ワーク

3 英語演習Ⅱ 生涯学習
概論 情報処理論 文学 倫理学

4 カウンセリング
入門 OA演習 ビジネス英語

5

■ 時間割例（1年次）

P33

P34

P35

P36

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

　大人になったら何になる? と決まっていない人も、短大でイロイロな人の話を聞
き、様々な体験をして、自分の未来を見つけましょう。
　教養学科では、ビジネスマナー、IT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。
　私の担当分野では、ウェブデザインや広報・宣伝の実務、また趣味のアニメやコミッ
クを対象にした授業、メディア関連企業と連携した学外研修などを通して、楽しく
充実した短大生活をサポートします !

教養学科はこんな学科 !

近藤 朗 教授

教員メッセージ

Teacher's voice教養学科で学べること

Message

Message
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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。

興味を持った分野について幅広
く学ぶことができ、自分の可能性
を広げることができます。また、パ
ソコンスキルやビジネスマナーな
ど、社会で役立つ能力を高めてい
くことができます。

リベラルアーツでは、自分自身を磨くライフ
デザイン論や日本語表現法、「ひと」を知
るための心理学系科目、「世界」を知るた
めの外国語や異文化理解科目、「社会」
を知るための観光論、メディア文化論など
教養を深めるための科目が充実しています。

MessageMessage

「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･ヨーロッパ言語
･中国語･韓国語から1つ選択）

●グローバル社会への理解
●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
●社会福祉概論
●メディア文化論
●観光文化学
　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

●グローバルコミュニケーション

　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

●医療事務演習

●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 サービス実務総論

文化人類学

オフィス実務地域とマスメディア

観光フィールドワーク

社会心理学

メディア文化論 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

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。

人と接する仕事全般を対象とした「サービス接遇検定
試験」対応の科目です。お客様との接し方に関する「理
論」と「実技」を楽しんで学びます。

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。

K-POP、アニメ、漫画、ゲーム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。
令和２年度より新しくスタートした科目です。

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、その他ヨーロッパ圏、台湾、韓国、日本について、
それぞれの語学担当の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。

堀之内 めぐみ さん 
（伊集院高校出身）

竹部 桃夏 さん 
（頴娃高校出身）

心理系科目が
充実 !

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も可能です。

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
●デジタルビジネス概論
●情報処理論
●プログラミング
　など

●ウェブデザイン
●マルチメディア演習
●デジタルデザイン
●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
●児童サービス論
●図書館実習
　など

「将来」を考え、発展させる 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
●総合教養ゼミ（公務員試験対策）
　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
　など

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

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。

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
再認識する機会とし、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 ! New

川野 菜愛 さん 
（国分中央高校出身） 神戸 秀佳 さん 

（薩摩中央高校出身）

IT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

演習を通して、より深い知識を身
につけたり、自己発見ができたり
するのがおすすめです !

多くの資格が取得でき、就職後
に必要なパソコン能力が身につき
ます。ビジネスマナーや接客接遇
が学べ、実践することで幅広い知
識が身につきます。

Message
Message

総合教養ゼミ
公務員試験受験対策を行
う授業です。実際に試験問
題を解きながら、公務員試
験に対応できる力
を身につけます。
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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 !

　JR九州の客室乗務員として働きたいという夢を叶え
るために必要な科目を受講したり、観光研究サークル（か
じょかん）の活動に積極的に取り組んだりしました。悩む
こともありましたが、先生方、キャリアセンターの方など
に背中を押してもらい、夢を叶えることができました。

　「生まれ育った地元のために働きたい」と思い、鹿児島
市職員採用試験を受験しました。先生方に面接練習でご
協力いただいて、アドバイスをいただきながら対策を進め、
合格することができました。就活に困ったときは一人で悩
まず先生に相談してみてください。

　就職活動では、教養学科の先生、キャリアセンターの
方々にとてもお世話になりました。周りの人と比べると、内
定の結果が分かるまで時間がかかり、焦りや不安もありま
したが、励ましてもらいながら面接カードの添削や面接指
導をしていただくことで、最後まで頑張ることができました。

　就職活動は、メモを取りながらニュースを見たり新聞を
読んだりして時事問題に力を入れ、自分の意見を言えるよ
うにしました。また、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き、決められた時間内で簡潔に話せる
ようにトレーニングしました。就職活動は、一つひとつの行
動やチャンスを大切にして後悔のないように頑張ってください。

　私はバレーボール部に所属していて、就職後もバレーボー
ルを続けながら働きたかったので、鹿児島銀行を志望しました。
　新型コロナの影響があった今年は、特に早めの準備がとて
も大切だと感じました。これから就活をする皆さんも、情報収
集やSPI対策や一般常識も早めに取り組んでおくことをおす
すめします!

　就職活動を行う上で、受験する事業所のことを入念
に調べることも必要ですが、「自分を知る」ことが一番
大切だと感じました。自分のことを知ると視野が広がり、
不安も和らぎます。皆さんにも自分に合った就職先が見
つかるように願っています。頑張ってください !

齊藤 萌奈 さん （鹿児島女子高校出身） 松島 紗蘭 さん （鹿児島実業高校出身） 村井 春菜 さん （武岡台高校出身）

関糸 琳奈 さん （鹿児島高校出身） 古島 七海 さん （大島高校出身）福山 恵加 さん （国分中央高校出身）

就職先

就職先 就職先 就職先

就職先 就職先九州旅客鉄道株式会社
（客室乗務員）

加治木温泉病院 JA鹿児島県経済連 株式会社  鹿児島銀行

鹿児島市職員 鹿児島県警察事務

教養学科の 卒業後の進路

公務員等 
自衛官候補生／鹿児島県警察官／鹿児島市職員
一般企業等 
アイ・エイチ・ジェイ／アイオ／あいら農業協同組合／アウトソーシングテクノロジー／明石屋／アクトコール／アメイズ／アルティメットヒーリングガネーシャ／アルファー／イエステーション
／イオンタウン姶良郵便局／イタックス／エイジェック／エフ・ディ・シィ・フレンズ4℃／縁／オモヤ／鹿児島いずみ農業協同組合／鹿児島協同食品／鹿児島銀行／鹿児島空港産業
／鹿児島空港ビルディング／鹿児島交通観光／鹿児島サンロイヤルホテル／鹿児島信用金庫／かごしま水族館／鹿児島綜合警備保障／鹿児島電気サービス／鹿児島トヨタ自動車
／鹿児島トヨペット／鹿児島日産自動車／鹿児島ヤクルト販売／加根又本店／川北電工／協栄フジテレビ／九州旅客鉄道／錦江湾飼料／ココカラファインヘルスケア／コスモス薬品
／コネクシオ／小牧建設／さくらさくら温泉／さつま日置農業協同組合／サニックス／サマンサタバサグループ／山水／三誠／ジェイアール西日本フードサービスネット／
下園薩男商店／ジャパンホームワンド／セイカ食品／セドナエンタープライズ／セルモ／双和食品工業／ダイアナ／太洋ヒロセ／ダイレックス／高山金属／東横 INN／トライアルカンパニー
／南給／南国交通／南国殖産／西原商会／日本乾溜工業／ビッグモーターグループ／ビューティークリニックコダマ／平岩熱学／ファルマコム／フォーバル／藤田薬品／
プライムアシスタンス／ベルハウンジング／ホテルオークラ神戸／松下運輸／マルエーフェリー／丸山喜之助商店／南九州スバル／南九州マツダ／南日本銀行／南日本放送／
玉里自動車学校／トリー／トリー・コンサルタント／トリー・メディカルサポート／山形屋／米盛建設／山形屋ストア／ヤマダヤ／ワールドコーポレーション／ As-meエステール／
Belldan／ JK Planet／ JA鹿児島茶業／ JA鹿児島県連／ＪＡ食肉かごしま／ JK Planet／ Three Peace／Wiz／ ZERO商事
医療保健 
クリニカルパソロジーラボラトリー／こすもす薬局／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／藤吉整形外科／三洲脇田丘病院／
高田病院・加治木温泉病院／陽優会／九州保健ラボラトリー／南日本薬剤センター／吉玉リウマチ・内科クリニック／桜ヶ丘内科胃腸科／緑泉会／新村病院／
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 
参天会／創生会／ナーシングホームひだまり／原田学園医療技術専門学校／光陽福祉会／相和福祉会／昭和幼稚園／誠光園
司書 
図書館流通センターえびの市民図書館
進学 
志學館大学人間関係学部／鹿児島大学法文学部／鹿児島キャリアデザイン専門学校

主な進路  （平成 3 0年度  －  令和 2年度）

国内外問わず、日々、様々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ときなどは、とてもやりがいを感じることが
できます。

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。

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、毎日が充実しています。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。

JA鹿児島県連の人事課で新卒や中途の採用活動、また教育
研修の管理や運営など様々な業務を日々、行っています。エク
セルやワードのスキル、ビジネスマナーなどを短大で学んでい
たため、入会当時からすぐに業務に対応することができました。
これからも意欲を持って業務に取り組んでいきます。

鹿児島空港ビルディング
株式会社 （霧島市）

株式会社 山形屋 
（鹿児島市）

鹿児島女子短期大学
附属図書館 （鹿児島市）

JA鹿児島県連
総務部人事課 （鹿児島市）

平成30年度卒 平成30年度卒

平成27年度卒平成29年度

案内職 販売職

大学事務職員（司書）事務職

辻 愛生 さん  友梨香 さん

坊野 春佳 さん岡村 奈摘 さん

教養学科  OG

DI SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

D I SCOV ER D I SCOV ER KAJOTAN KAJOTAN !!

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。

ビジネス系の学びが豊富 !
現場で生かせます !

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。

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!
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教
養
学
科

夢夢　広広

私は航空会社で客室乗務員として勤務し、グラン
ドスタッフとしてV.I.P待合室の責任者を務め、

各国の王室、ハリウッドスターや芸能人の接客業務
を担当していました。航空会社退職後に教員となり航
空系専門学校をはじめ複数の大学の講師を務め、現
在に至ります。
　競争倍率の高い業界への就職経験、接遇のプロと
して働いた経験を活かし、鹿女短ではキャリア教育を
担当しています。ビジネスマナーをはじめ仕事の基本
姿勢が備わるよう、多くの実技を取り入れ、私の経験
談を交えながら実践的な授業になるよう心がけています。
また私は鹿女短に勤める前は、大学院でE.S.D（持続

可能な社会づくりの担い手を育む教育）を専門的に
学びました。それが直接結びつく科目は鹿女短にはま
だありませんが、私の授業の中でE.S.Dに関することも
伝えられるよう工夫しているところです。
　学生時代は学ぶ目的がまだ明確ではない人もいる
と思います。しかし、そういう学生こそ選択肢がたくさ
んあり、2年間で本気で学べば何でもできるはずです。
本人が何をしたいのか、どこへ辿り着きたいと思って
いるのかに合わせて、私からもいろいろな提案ができ
ると思います。鹿女短は夢を様々な角度から応援す
る環境が整っています。一緒に夢に近づく努力をして
いきましょう。

今
は
目
標
が
な
く
て
も
、

2
年
間
本
気
で
学
べ
ば

将
来
何
で
も
で
き
ま
す

KAJOTAN

教 員

担当科目
キャリアデザインI、キャリアデザインII、
キャリアリサーチ、インターンシップ、
サービス実務総論、オフィス実務、
ビジネスワーク等

教養学科

石田 もとな 先生

Pick Up

近藤 朗 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

園田 美保 教授／社会心理学
■人間関係とコミュニケーション
■心理学

岩切 朋彦 准教授／文化人類学
■文化人類学
■観光文化学

黒川 太郎 講師／国際関係論
■中国語演習Ⅰ-Ⅱ
■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

松下 紗耶 助教／アメリカ文学
■ビジネス英語
■文学

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

有馬 利加子 准教授／情報教育
■情報活用
■ウェブデザイン演習

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

教員紹介

教養学科長 学長補佐（入試広報担当） 学長補佐（学生担当）

広報メディアサークルの学生が、
教養学科で取得可能な資格を紹介します !

ビジネス実務士認定証は、幅広い経済・経営知識と確かなビジネスマナーの両方を学ぶことによって取得できる 

資格です。この資格を取得することで、様々なビジネスシーンに活用できます。

ウェブデザイン実務士の資格を取得するための授業では、
ウェブサイトを作る際に必要とされる知識を学び、実際
に自分たちで考えたウェブサイトを作成しています。

認定絵本士の資格取得に必要な授業では、実際の絵
本作家の方が講師として話をしてくださったり、子ども
の成長に合わせた絵本の選び方について学びます。

関連する授業の一環で行ったフェアトレードショップの運営

上級ビジネス実務士認定証／ビジネス実務士認定証

ウェブデザイン実務士 認定絵本士

広報メディアサークル
広報メディアサークルは、将来の 
就職活動や仕事に役立つような、広報・
宣伝活動について研究をしています。

資 格 紹 介

11

22 33

11

22 33

私たちが
紹介します♪夢夢が広広がる

教養学科
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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

■ 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。

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

選べる言語

Pick Up!   一般教養科目

語学は必修科目です。英語に加え、中国語、韓国語といった言語にもチャレンジすることができます。
3つの言語から自分の興味関心にあわせて一つを選び、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

アメリカの文化

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

絵本論

中国語

● 英語

● 中国語

● 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。

ディズニー映画は好きです
か? この授業ではディズニー
プリンセスの描写からアメ
リカの様々な文化的な特
徴を捉え、そこから自分た
ち自身の文化や価値観に
ついて深く考える授業です。
ディズニー映画の新たな
面白さを発見しよう！

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、
他者を理解するのに役
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
た様々な文化を紹介し
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）

子どもも、大人も楽しめ
る絵本。そうした絵本に
は、読者を引き込む様々
なしかけがあります。触
れて、読んで、味わいな
がら、絵本のもつ「しか
け」について学んでいき
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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社会人入学

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!
社会人としての経験を経て、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」、「IT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。

■ 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 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。

専門実践教育訓練
給付金制度

児童教育学科、生活科学科 生活福祉専攻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。

生活科学科　生活福祉専攻

岩元 瑞恵 さん

　社会人として働いていたときに、現場でいきいきとやりがいを持って活躍されている介護
福祉士の方を間近で見て、自分も生涯の仕事として福祉の世界で働きたいと思い、鹿女短
に入学しました。
　家事や育児をしながらの講義や実習の毎日は大変でしたが、それ以上に学びたいことを
学べている充実感や、知らないことを知る楽しさであっという間に過ぎた2年間でした。
　生活福祉専攻は資格をとる目的だけではなく、人とは何かなど、生きる上で大事なことを
学ぶことができます。これから社会人入学をめざす皆さんも、学ぶ喜びを感じながら、勉強
や実習を楽しんでほしいと思います。

Message

特待生制度

■ 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 令和4年度入試のうち、

学校推薦型選抜･総合型選抜･一般選抜の合格者
入試結果により本学から
特待生の資格を付与 不要

第2種

経済特待生

第1種
【申請資格】
①令和4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2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550万円以下の者。

提出書類を用いた審査に
より、本学から特待生の
資格を付与

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、沖縄県の
高等学校を令和4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
特待生の資格を付与 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

特待生の資格を付与 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4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4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あり）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 長子の授業料を半額免除 入学後必要

社会人減免制度 社会人特別選考入学者全員 入学金を半額免除 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 授業料を半額免除 不要

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

■ 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。
日本学生支援機構の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。
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Pick Up!

Pick Up!

キャリア支援 − 就職 ･ 進学 わたしはこうやって内定をいただきました !

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様々な角度からご紹介。 鹿女短の先輩はどうやって夢を叶えたのか? 大きな夢を叶えた4名のセンパイに聞いてみました。

進路･就職活動を支援する「キャリアセンター」。
進路に関して多様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、多様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。

鹿女短では「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学習などを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

R2 98.6% ―
R1 98.4% 97.0%

H30 99.2% 98.6%
H29 99.7% 99.1%

H28 98.3% 97.4%
各年とも翌年5月1日現在

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、職員が多種
多様な相談に応じます。

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。

■ 過去5年間の実績

●鹿児島大学 ●大阪教育大学 ●日本社会事業大学
●名古屋学院大学 ●九州女子大学 ●長崎国際大学 
●熊本学園大学 ●鹿児島純心女子大学 ●志學館大学　他

01
POINT

02
POINT

03
POINT

04
POINT

　小学校教諭をめざすことを決め、1年次の春休みに本格的に試験対策を始めました。幅広い
試験科目に対して、特に一般教養（全科）や教職教養に時間を費やしながら、試験の傾向を理
解するために、繰り返し過去問題を解きました。対策講座では、各教科ごとに先生方からアドバ
イスや要点を指導していただきとても濃い講座内容でした。
　採用試験合格のためには、地道にコツコツ勉強するしかありません。苦手分野や問題の頻出
傾向をつかむこと、そして一緒に頑張る友人の存在がとても大きいです。励まし合い、息抜きし
ながら頑張ってください。皆さんの夢が叶うように応援しています !

　短大入学時は将来の目標が定まっていませんでした。1年次の授業で、市役所見学に行か
せていただく機会があり、様々な業務を行なう職員の皆さんに憧れ、同じ鹿児島市職員として
働きたいと思うようになりました。
　1年次の1月からダブルスクールをし、4月ごろからは毎日授業を受けて勉強するようになりま
した。今年は新型コロナの影響も考慮し、教養学科の先生方に面接指導もしていただきました。
「やるからにはやろう !」という強い気持ちを持ち、同じ目標を持つ友人と支え合って頑張れた
と思います。

　学校が楽しい !  と思わせてくれた小学校3年生、4年生の時の担任の先生がきっかけで小学
校教諭をめざしました。
　1年次の冬頃から、児童教育学科の先生方に過去問をいただき、採用試験の勉強を始めま
した。鹿女短では先生方がとても親身になって支えてくださるので、分からないことや試験の
対策などもすぐ先生が教えてくださいました。短大の普段の授業でも、小学校の授業のねらい
や目標の定め方、授業の組み立て方などを学べるので、しっかり聞いて勉強しておくことをお
すすめします !

　中学生の頃から警察官に憧れがあり、鹿女短入学後から本格的に試験対策に取り組みました。
　鹿女短と公務員試験対策の予備校とのダブルスクールで一次試験対策を行い、面接試験は
教養学科の先生方の模擬面接でアドバイスをいただきました。一次試験対策は、中学・高校まで
の勉強の復習も大切だと思います。高校までの内容をしっかり勉強しておくと、公務員試験で多
くカバーされる政治や数的処理なども取り組みやすいと思います。困ったら先生方に相談しなが
ら、コツコツと取り組んで頑張ってください !

地道にコツコツとやり続けることが大切 !

「やるからにはやろう!」強い気持ちで合格できました。

先生方や友人とともに合格を掴みました!

先生方のサポートのおかげで憧れの仕事に就けました。

CASE 1
小学校教諭

CASE 3
鹿児島市職員

CASE 2
小学校教諭

CASE 4
鹿児島県警察

児童教育学科  小・幼・保コース   川原 瑠菜 さん （鹿児島女子高校出身）

教養学科   松島 紗蘭 さん （鹿児島実業高校出身）

児童教育学科  小・幼・保コース   白石 香菜子 さん （鹿児島中央高校出身）

教養学科   村井 春菜 さん （武岡台高校出身）

内定先

内定先

内定先

内定先

鹿児島県小学校教諭

鹿児島市職員

鹿児島県小学校教諭

鹿児島県警察事務

内定者
インタビュー

徹底
解剖!

教えて
センパイ !
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今日の１コマ目は音楽。子ど
もたちが楽しめる音楽に合
わせて体を使った表現な
ど、実践的な知識が得られ
ます！

就職活動に向けて、履歴書のチェックをしていただきま
した。キャリアセンターは就活の強い味方です！

新１年生の学友会入会面接を行い
ました。学友会はさまざまな短大
のイベントに関わるので、やりがい
があります！

今日の１コマ目は食品
衛生学実験。実験をと
おして、安全な食生活
を理解します。

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

DISCOVER KAJOTAN !

鹿女短生のとある1日。
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。

（伊集院高校 出身）

児童教育学科
幼・保コース
２年／学友会長

田中 陽菜 さん 

 8：30  鹿女短到着

7：00  起床

10：50
  ピアノの練習

12：30　昼食

6：30  起床

8：30  鹿女短到着 

16：10　学友会活動

9：10　1コマ目　音楽

11：30　キャリアセンター

9：10  1コマ目・2コマ目  食品衛生学実験

19：00  帰宅

23：00  就寝23：00  就寝

17：30  帰宅

（鹿児島高校 出身）

生活科学科 
食物栄養学専攻
２年

鈴東 雅 さん 

さまざまな病態と栄養学の関連について
学びます。今日は腎臓病と栄養素のかか
わりを学びました！

１6：30  5コマ目  臨床栄養学各論

午後は食品加工学実習。今日は郷土料理の
「あくまき」を作りました。食物栄養学専攻で
は、調理の基礎から応用まで幅広く学ぶこと
ができます！

１3：10  3コマ目・４コマ目　
 食品加工学実習

今日のお昼は実習室でお弁
当ランチ！　普段は学生
ホールや、暖かい時期は中庭
で食べたりします。

12：30　昼食

Campus Life 2021
ここからは鹿 女 短ライフを一 足はやくご紹 介 。
様々な鹿 女 短の魅 力を見つけてみてください !

デイリースケジュール
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

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

47 48Kagoshima Women's College Kagoshima Women's College



感
染

症対
策もバッチリ

!

紫苑祭 毎年10月に様々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。

2020年度の紫苑祭は感染症対策として、ステージのLIVE配信を行いました!

GoGo!!
GoGo! !! !

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

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。学友会（紫苑祭実行委員会）は、高校でいえば生徒会に似た組織です。紫苑

祭の企画運営や様々な短大の行事運営を行います。イベントだけでなく、 

学生生活をより良くするために会長を中心として、日々、活動しています。
皆さんも学生生活を充実させるために、学友会に入ってみませんか?

Q.学友会・紫苑祭実行委員会に入ったきっかけは ?
　高校でも生徒会に所属していて、その活動を短大でも続けたかったのと、
入学式などで学友会の先輩方の姿を見て自分もやってみたいと思いました。

Q.学友会で大変だったことは ?
　紫苑祭などイベントの準備では、企画を考え役割分担をし、開催ぎりぎ
りまで準備をしました。今年は新型コロナの影響で学友会メンバーでの集
まりもあまりできず、とても苦労しました。

Q.活動の中で思い出に残っていることは ?
　イベント開催に向け準備を頑張り、当日学生が楽しんでいるのを見ると
嬉しかったです。学友会活動を通して、協力し合うことや計画性を持つこ
との大切さを学べました。

Q.学友会・紫苑祭実行委員委員会に入ったきっかけは ?
　中学・高校で部活をしていたように、最後の学生生活も何か一つ頑張り
たいと思い希望しました。

Q.大変だったことは ?
　2年次の紫苑祭では新型コロナの影響で開催できるか分からないまま
準備を行ったことは本当に大変でした。

Q.活動の中で思い出に残っていることは ?
　舞台発表のYouTube配信という形で夏休みからメンバーみんなで準備
してきた紫苑祭を無事成功させることができました。それまでの準備や想
いをかみしめながら、紫苑祭を締めくくる実行委員長挨拶をしたのは感慨
深かったです。

バレーボール部

バレーボール部 部長
德田 真心 さん
教養学科
（鹿児島城西高校出身）

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
●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

Club Activities

SportSport

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

文化系
●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

学 友 会

観客はいませんでしたが、 
精一杯カメラに向かって発表
しました !

紫苑祭初のステージ
発表のLIVE配信 !

展示も感染症対策を行い
実施しました。

学友会長インタビュー !
上 菜月さん（児童教育学科2年／写真左）

紫苑祭実行委員長インタビュー !
齊藤 萌奈さん（教養学科2年／写真右）
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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
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。

図書館

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
そろえています。

37部屋ある個室のピアノレッスン
室。授業以外にも空き時間で自
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･紫苑祭な
どの行事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
がそろっています。

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。売店や食堂も備えた
多目的な空間です。

「子どもの保健と安全」の演習で
使用します。新生児人形や心肺蘇
生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
具がそろっています。

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

キャンパスマップ

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!

Kajotan
周辺NAVI

「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 !

自然

カフェ

ショッピング

交通

イベント

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。近くにはカフェも併設す
る加治屋まちの杜公園もオープンしました !

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年を通して様々な

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

NATURE

CAFE

SHOPPING

TRAFFIC
EVENT

DISCOVER KAJOTAN DISCOVER KAJOTAN !!
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住まいサポート
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。

芙蓉寮 カレッジマンション アパートマンション

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!

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。

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。

1人部屋 2人部屋 納付回数

入 寮 費 40,000円 40,000円 入寮時のみ

寮 費 78,000円 60,000円 年2回

食費・光熱費 36,500円 36,500円 毎月
※食事は朝夕2食　※金額は予定です。

定 員 各戸3～4名
入 居 費 室料1ヶ月分

室 料 32,500円～
40,000円

●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
●6ヶ月分前払い

■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。

通学事情DATA
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。鹿女短生はどこから、どうやって通っているのでしょうか?

出身地はどこですか ? 通学に使う主な交通手段は ?

JR&鉄道

徒歩

バス

単車&自転車

市電

フェリー

約39%

約25%

約23%

約6%

約6%

約1%

鹿児島市内

44.6%

姶良・伊佐14%

北薩

9.1%

日置･串木野

7.2%

大隅

8.8%

南薩 鹿児島県外

国外

5.5% 4.4%

0.3%種子・屋久・奄美

6.1%

　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。保育園･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

入試に関することは
同封の募集要項を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。

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!

鹿児島女子短期大学

公式 Instagram
情報配信中 !

SNS

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、保育園･幼稚園から大学まで設置する総合学園として、
地域に貢献しつづけています。

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
鹿児島市皇徳寺台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

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8：54着
●串木野駅 8：16発 鹿児島中央駅8：54着
●伊集院駅 8：36発 鹿児島中央駅8：54着

●出 水 駅 8:09発 鹿児島中央駅8：33着 ●指宿駅7：28発 鹿児島中央駅8：53着
●喜入駅7：59発 鹿児島中央駅8：53着

●国分駅7：59発 鹿児島中央駅8：48着
●帖佐駅8：21発 鹿児島中央駅8：48着

※令和3年4月現在
MemoMemo

Twitter

Facebook

LINE YouTube

HomePage

fo l low me!

学 長　志賀 啓一
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