●学科・コース／定員
★看護学科／100名
（修業年限3年）
★専攻科母子看護学専攻／
20名
（修業年限1年）

自県内入学率及び就職率が高く、
きめ細かな教育を実践

（出典：平成29年度文部科学省学校基本調査）

メリット

★4大：1,884,200円

生活費：690,800円）

296,900円の差

80

100

全国でも4.7%の差
短大：80.8%

武蔵野短期大学

●学科・コース／定員
★商学科/150名

●学科・コース／定員
★幼児教育学科／100名
（女子のみ）

ファッション・
トレンドコース
経営・マーケティングコース
会計・事務コンピュータコース
ビューティーホスピタリティコース
医療事務コンピュータコース
調剤薬局事務コース

●本学の特色

企業に近いキャリア短大として、専門教育、マナー&ホスピタリティ教
育、インターンシップ制度の充実、教養とキャリア教育などの人材育
成プログラムは高い評価を受けています。面倒見のよい就職指導と
キャリア形成支援で、就職率99.7％（2018年3月卒業生）。

本学が重視するのは、すぐに現
場で発揮できる「実践力」の養
成です。現場の厳しさと保育者
としての責任の重さが挫折に
つながらないように、担任制を
敷きながら全教員による綿密
な実習指導を行い、成果として
幼稚園教諭と保育士資格の2
つの免許・資格取得率98％（過去3年平均）、就職率100％を
達成しています。子どもたちから慕われ、保護者から信頼を得
ることのできる
「優れた保育者」
を育成するために、教職員全員
が「心をかける・言葉をかける・手塩にかける」
を合言葉に学生
一人ひとりの夢の実現をサポートしています。

●学科・コース／定員
★幼児教育学科
第一部（昼間2年）／
150名
★第二部（夜間3年）／
100名
★地域保育学科（昼間3年）
／100名
★文化表現学科（昼間2年）
／65名

●学科・コース／定員
★ビジネス実務学科／100名

●学科・コース／定員
★幼児保育学科／80名

★こども学科／190名

●本学の特色
少人数ならではの教育で保育
者としての実践力を養成

企業ビジネスモデル
金融ビジネスモデル
心理・医療ビジネスモデル
スポーツ・健康ビジネスモデル
観光ビジネスモデル
・幼稚園教諭二種免許状
・小学校教諭二種免許状
・保育士資格
・ベビーシッター資格

●本学の特色
日本で唯一！保育系の3つの
学科が選べる女子の短期大学です。
そのため、学びのスタイル
がとても充実。目指す進路や学び方に合わせた各学科を用意
しています。2018年度より、地域保育学科では、ＡＢＭベビー
マッサージインストラクターと育児セラピスト1級資格を取得
できます。
また、女性に人気の医療事務や図書館司書が取得で
きる文化表現学科も設置。一緒に働きたいと思われる女性をめ
ざします。

定員80名(共学)の少人数制で、
アットホームな学校です。全体に
埋もれてしまう学生がいないよ
う、
クラス担任・副担任制を導入
しています。一人ひとりの個性や適性を把握し、その学生に適し
た学習の進め方や進路を提案しています。
また、徒歩１分のところに関連法人の「南越谷保育園」があり、身
近に子どもたちと接することのできる環境が本学の強みです。
２年間の学びを通して、現場で活かせる実践力を身につけ、子ど
もたちに愛される保育者を養成します。

●本学の特色
ビジネス実務学科は経済学の基本を学んだのち５つの履修モ
デルでさらに実践力や専門性を高めます。
こども学科では幼稚
園教諭二種免許状、小学校教諭二種免許状、保育士資格、ベビ
ーシッター資格が二年間で取得可能です。

■問い合わせ先／所在地
〒343-0857 埼玉県越谷市新越谷2-21-1
TEL.048-987-2345
MAIL：koho@saitamatoho.jp
http://www.saitamatoho.jp

■問い合わせ先／所在地
〒333-0831 埼玉県川口市木曽呂1511
TEL.048-294-1111
MAIL：nyushi@kawaguchi.ac.jp
http://www.kawaguchi.ac.jp

■問い合わせ先／所在地
〒359-1112 埼玉県所沢市泉町1789
TEL.0120-251-337（受験生専用フリーダイヤル）
MAIL：a-akikusa@akikusa.ac.jp
http://www.akikusa.ac.jp

博之

高校生のみなさんへ

大野

清司

2

短大なら︑自分を本気で磨くことができる︒
これからの時代を担う皆さんに期待します︒

12

埼玉県私立短期大学協会会長

埼玉県知事

上田

埼玉県教育委員会教育長

弥生

現 在︑
埼玉県には の私立短期大学があります ︒
いずれ
も︑
建学の精神のもと︑
特色ある多様な教育研究を実践し︑
地域社会に貢献しています ︒短期大学の特長は︑ 年また
は 年で社会で活躍するために必要な教養と専門知識・技
能をバランスよく身に付けることができる点にあります︒
また︑学生と教員の距離が近く︑手厚くきめ細かい学修
支援体制にも定評があります︒限られた時間の中で︑
充実
した学びを経て︑自身の目標とする免許・資格はもちろん︑
本物の力を身に付けてください︒そして︑
友人や教職員︑
学
生生活を通じて出会う﹁人﹂とのつながりを大切に︑
本物の
力に磨きをかけていただきたいと願っています︒
このリーフレ
ットを進 路 選 択の手がかりに︑各 短 大のキャンパスへお出か
けください︒みなさんの訪問を心からお待ちしています︒

皆さんは高校卒業後の進路について︑
どのような夢や目標
をお持ちでしょうか︒
急速な少子高齢化や人工知能︵ＡＩ︶
の加速度的な普及
など︑社会は大き＜変わろうとしています︒
これからの社会で活躍するには︑ 時代の要請に応える確
かな知識や教養︑技術をしつかりと身に付けることが重要
です︒
それぞれに特色のある短期大学には︑免許や資格の取得
のほか︑
現場で生かせる実践力を養う多彩な学びが用意さ
れています︒そして何よりも︑そこでの様々な人々との出会
いが︑皆さんを大きく成長させることでしょう︒
皆さんは︑未来を担うかけがえのない
﹁財産﹂
です︒どう
か︑ 自らの夢や目標に向かって︑ 失敗を恐れずに何事にも
果敢にチャレンジしてください︒
この
﹁平成 年度版埼玉県私立短期大学案内﹂が今後の
進路を決めるに当たって一助になればと願っています︒

3
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小松

しながら共に学び合う協調学習の推進に取り組んでいます︒

埼 玉 県では︑高 校 生が主 体 的に考 え︑
これからの時 代に
求められる資質・能力を身に付けることにより︑
生涯にわた
って能動的に学び続けることができるよう︑
生徒同士で対 話

進 路 選 択においても︑
こうした学ぶ意 欲をしっかりと持
ち︑
あふれる情報の中から自分の将来について有効な情報を
いかにして得るかが大変重要になります︒
このリーフレットには︑
様々な分野で優秀な人材を輩出し
てきた︑
各短期大学における実践的で魅力的な教育活動の
情報がまとめられています︒進路を考える際の貴重な資料
となるでしょう︒進路実現のために大いに活用してください︒

直芳

埼玉県高等学校長協会会長

髙田

平成29年度日本私立学校振興・共済事業団調べ）
（出典：平成29年度日本私立学校振

寛治

※ST比率：教員一人当たり
教員一人当たりの学生数の割合

梶

差：4.9％

埼玉県高等学校進路指導研究会会長

4大：19.9％

33

90

埼玉県高等学校長協会は︑
県内の公立高校︑
特別支援学
校 等の校 長を会 員として︑各 学 校の教 育 活 動の振 興・充 実
を図るため︑調査研究や協議会の開催等を通じて︑生徒及
び保護者の皆さんの期待に応える活動を展開しています︒
ＡＩの急速な進歩などを背景に︑
私達はこれまで体験し
てこなかったような変化の激しい先行き不透明な時代を生
きています︒高校生の皆さんには︑
授業や部活動︑
学校行事
などに全力で取り組み︑
友人と切磋琢磨する中で将来社会
の発展に貢献できる人材になってほしいと思います︒
県内の短期大学は建学の精神の下︑
それぞれの特徴を生
かした教育を行い︑
資格取得などの多様なカリキュラムによ
り︑
有為な人材育成に大きな役割を果たされています︒
皆さん︑あなたの進むべき 道は決まっていますか︒この資
料を参 考に︑皆さん一人一人が夢の実 現に向けて第一歩を踏
み出されることを期待しています︒

★きめ細かな教育を実践

本 研 究 会では︑埼 玉県 私立短 期 大 学 協 会 加 盟 校の協 力
を得て︑
高校生を対象に﹁高校生学び夢プラン﹂という調査
研究事業を５年前から行っています︒この事業は︑
高校生の
皆さんが短期大学等に行き︑
普段の授業を学生と一緒に受
講し︑
将来の職業・仕事を考えることや短期大学等で１コマ
分の授業の長さや難しさ︑
学生の学ぶ様子などを感じて︑

100

埼玉東萌短期大学

川口短期大学

秋草学園短期大学

■問い合わせ先／所在地
〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台3-26-1
TEL.04-2954-6131
MAIL：musashino@musa.ac.jp
http://www.musashino.ac.jp/

進学に向けた準備をしていただくことをねらいとしています︒

80

（出典：平成29年度文部科学省学校基本調査）

15.0％

■問い合わせ先／所在地
〒336-0974 埼玉県さいたま市緑区大崎3551
TEL048-878-3741（代表）
TEL048-878-5536（入試広報課）
MAIL：nyushi@urawa.ac.jp
http://www.urawa.ac.jp/

埼玉女子短期大学

短期大学は︑
一般教養と実務的な専門技術の習得の両立
を目指した教育を行っています ︒また比較的少人数での授
業が多く︑
国家資格の取得や１年次からの徹底した就職指
導などに大きな特徴があると思います︒
高校生の皆さん︑
本事業に積極的に参加いただき︑
自分の
﹁将来の夢﹂の実現と自らの生き方・職業を考えながら︑県
内の短期大学の良さや学習内容を知って進路を選択してく
ださい︒
本研究会は︑昭和 年に結成され︑現在は進学・就職・特
別支援の各研究部会とキャリア学習委員会を中心に︑
県内
の県公立・私立高校の進路指導主事をはじめ進路指導に関
わる教職員を中心に活動しています ︒活動内容は︑各高校
で進路指導を担当する先生方との連携を図りつつ︑
高校生
の進路指導をどのように行うことが良いのか︒また︑
進路指
導の先 生 方がキャリア教 育の視 点から︑情 報 提 供とどのよ
うな支援がより生徒の皆さんの進路決定の手立てになるか
など︑
調査・研究等を行っています︒
高校生の皆さん︑
グローバルに展開する経済社会で﹁生涯
に渡り︑逞しく生き抜く力を付ける﹂ための進路が選択で
きるよう応援しています︒

4大：76.1%

ST比率：短大・高専：

介護福祉科では、
「学びたい」
と
いう気持ちを忘れず、信頼され
る介護福祉士をめざす学生を
支援するためにさまざまな制
度を用意しています。入学時ま
でに訪問介護員2級資格を取
得していると30万円を、短期大
学部在学中に介護福祉士国家
試験に合格すると10万円を給付します。
また、主たる家計支持
者の給与所得が源泉徴収票の支払い金額で841万円以下に
該当する学生（給与所得以外の場合は「確定申告書」等の所得
金額が355万円以下に該当する学生）
を対象に入学金30万円
を免除します。

南越谷

■問い合わせ先／所在地
〒350-1227 埼玉県日高市女影1616
TEL.042-986-1516
MAIL：koho@saijo.ac.jp
http://www.saijo.ac.jp

★平成28年度就職率
（就職者/卒業者）

60

●本学の特色

通学に便利なロケーションだから︑

60

40

■問い合わせ先／所在地
〒330-8548 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-5
TEL.048-641-7468
MAIL：kouhoushitu@kgef.ac.jp
http://sc.kgef.ac.jp/

●学科・コース／定員
★介護福祉科／60名

●本学の特色
濃密な2年で、早く社会で輝く！

（出典：平成29年度日本私立短期大学協会）
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■問い合わせ先／所在地
〒348-0045 埼玉県羽生市下岩瀬430
TEL.048-562-0711
MAIL：request@sai-junshin.ac.jp
http://www.sai-junshin.ac.jp

■問い合わせ先／所在地
〒355-0154 埼玉県比企郡吉見町南吉見111-1
TEL.0493-54-5101
MAIL：info@musashigaoka.ac.jp
http://www.musashigaoka.ac.jp/

■問い合わせ先／所在地
〒350-0396 埼玉県比企郡鳩山町石坂604
TEL.049-296-2000
MAIL：oomori@yamamuragakuen.com
http://www.yamamura-tandai.ac.jp

浦和大学短期大学部

観光・エンターテインメントコース
ホテル・ホスピタリティコース
エアライン・ホスピタリティコース
ブライダル・コーディネートコース
ウェディング・ファッションコース
英語グローバルコース
韓国語コース

自県内就職率：73.9%

0

●本学の特色
「栄養」
も
「スポーツ」
も
「ビジネス」
も、総合的に学べる。
それが武蔵丘の強み!
夢を実現するためのコース制を導入して、健康づくりの実践的
指導者を育成。

城西短期大学

★国際コミュニケーション学科/150名

③地元企業等への就職を意識したキャリア教育
や進路指導が充実

40

社会で必要な「豊かな人間力と
確かな専門力。」を身に付ける
ため、幼児保育学科では、幼稚
園教諭・保育士を目指し、それ
ぞれの子どもの目線で向き合え
る豊かな感性と高い技能をもっ
た保育者を育成します。健康栄
養学科食物栄養専攻では、人と社会に貢献できる幅広い視野
と専門知識をもった栄養士を養成します。健康栄養学科調理
製菓専攻では、
「食」の喜びを伝える教養と即戦力を備えた調
理師を養成します。本学では、
アクティブ・ラーニングを始め、地
域連携、
テュートリアル教育など、独自プログラムをとおして、学
生の主体的な学びを育んでいます。

勉強もキャンパスライフもエンジョイできる！

（出典：平成28年度日本学生支援機構学生生活調査）
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●本学の特色

将来に直結した多彩な学びが用意されています

4,362,200円の差

（学 費：授業料及びその他の学校納付金、
修学費、課外活動費、通学費）
（生活費：食費、住居費、光熱費、保健衛生費、娯楽、
し好費、その他の日常費）

0

2年間の学びで保育士資格と
幼稚園教諭2種免許状が
取得できます。
「気品」
「知性」
「奉仕」を基に
豊かな知性と感性を
身につける人間教育を
行います。

■問い合わせ先／所在地
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1
TEL.049-271-7730
MAIL：tandai@stf.josai.ac.jp
http://www.josai.ac.jp/

★短大：2年間で3,174,600円
★4 大：4年間で7,536,800円
修業期間
でみると

●学科・コース／定員
★幼児保育学科／180名
★健康栄養学科／120名
（食物栄養専攻／80名、
調理製菓専攻／40名）

●本学の特色

Action［前に踏み出す力］
さまざ
まな事にチャレンジする力を養
います。●自分が取り組む主体
性●他人に影響をあたえる働き
かけ●確実に行動する実行力
Thinking［考える力］疑問をも
って、自分で考える力を養います。●現状を理解する課題発見
力●目的達成のために準備する計画力●アイデアを出す創造力
TeamWork［協力する力］仲間や友人と一緒に目標に向かっ
て協力する力を養います。●自分の意見を説明する発信力●
相手の意見をしっかりと聴く傾聴力●意見や立場の違う相手
との調整力●社会のルールを守る規律性

生活費：498,000円）

1年間で

★健康生活学科・健康栄養専攻／80名
健康食育コース
スポーツ栄養コース
フードマネジメントコース
健康福祉コース
健康ビューティーコース
★健康生活学科・健康スポーツ専攻／80名
スポーツ教育コース
サッカー・フットサルコース
スポーツトレーナーコース
健康＆スポーツコース
★健康生活学科・健康マネジメント専攻／40名
医療事務コース
ビジネスコース
ホテル・ホスピタリティコース

「人間力」を育てます。

★短大：1,587,300円

（学費：1,193,400円

やってみるから、
できる
ピアノや遊びなどの保育技術は
もちろん、運動会や発表会などの
行事、地域のお祭りなど実際に体
験する学びに溢れています。
やってみたいを叶える
豊富な行事・サークル・ボランテ
ィア、時には先生と一緒に遊びな
がら...一人一人のやってみたいに挑戦し、個性と実践力を磨いてい
くチャンスがたくさんあります。
子どもたちがやってくる
自然豊かなやまたん。特に秋のどんぐりと落ち葉は大人気です。毎
年多くの幼稚園、保育園、小学校、子育て支援サークルの子どもた
ちが遊びに来てくれます。

●学科・コース／定員
★こども学科／150名

●学科・コース／定員

●本学の特色

学生生活費（1年間）
（学費：1,089,300円

遊んで学ぶ

〜子どもによりそう保育者を育てる〜

国際学院埼玉短期大学

●学科・コース／定員
★ビジネス総合学科／
120名

学費負担が軽い
｝

②修業期間が短い

●本学の特色

■問い合わせ先／所在地
〒350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
TEL.049-276-1509
MAIL：tannyush@saitama-med.ac.jp
http://www.saitama-med.ac.jp/tandai/index.html

%

25.3%の差

①自宅通学が可能

（平成31年4月1日より保育学科から名称
変更予定）

埼玉純真短期大学

武蔵丘短期大学

埼 玉 短 大 マッ プ

68.1

%

★子ども学科（仮称）／100名

本学は、看護に関する高度の理
論と技術を教育研究するととも
に、人間性豊かで、教養と人格
を備えた、ひろく国民の保健医
療の向上に寄与する人材の養成
を目的として開学しました。
また、看護の基礎教育の上に、より深く、より広く、心豊かな
スペシャリストとしての助産師を養成すべく、専攻科も開設し
ています。知識・技術と人を思いやる心を兼ね備えた医療人を
目指す方々の夢の実現のお手伝いをします。
本学は、大学病院のキャンパス内にあり、最先端の医療を実践
している病院群では、質の高い臨地実習が可能で、本学の卒業
生の看護師が臨地実習指導者として学生を育ててくれます。

短大

42.8

●学科・コース／定員

●本学の特色

★自県内入学率

大学

山村学園短期大学

家のちかくの短大を
探してみよう！

埼玉医科大学短期大学

短期大学は地域に根ざした高等教育機関

