短期大学は地域に根ざした高等教育機関

短期大学の特徴

埼玉医科大学短期大学

山村学園短期大学

●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）

●学科・コース／定員

★夢がかなう資格・免許を取得
保育士、幼稚園教諭、栄養士、看護師、介護福
祉士など、様々な国家資格・免許や民間資格
が取得できる。

★先輩が短期大学を選んだ理由

遊んで学ぶ

〜子どもによりそう保育者を育てる〜

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。

（１）
資格取得や就職に強く、
自分の夢を叶えられる。

食育コース
スポーツ栄養コース
病院・福祉コース
フードマネジメントコース
健康ビューティーコース

●本学の特色

★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
スポーツトレーナーコース
健康スポーツコース
アスリートコース

★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
ホテル・ホスピタリティコース
ビジネスコース

●本学の特色

武蔵丘短期大学は、健康をささえる専門家を育てる３つの専攻がある男女
共学の短期大学です。
クラブ活動も盛んで指定強化部（５団体）があります。

■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：infor@yamamura-tandai.ac.jp
http://www.yamamura-tandai.ac.jp

「気品・知性・奉仕」の学園
訓のもと、意欲のある人材を
育て、2年間で保育士資格と
幼稚園教諭2種免許状が取
得できます。
クラス担任制を導入して
おり、一人ひとりにきめ細や
かな指導を徹底しています。
また、地域貢献として、特別支援の観点から研究セミナー、
市内の子どものためのこども大学、市民公開講座等幅広く活
動を行っています。

■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
U R L：https://www.musashigaoka.ac.jp/

■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
https://www.sai-junshin.ac.jp

城西短期大学

①就職率（就職者数／卒業者数）

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

大学

短大

77.7
%

（前年度比‑0.3％） （前年度比‑1.3％）

短大が2.9%高い
（出典：令和2年度学校基本調査）

②正規職員としての就職率
（正規職員としての就職者数/卒業者数）

（前年度比±0％）

%

短大が27.1%高い
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（出典：令和2年度学校基本調査）

ファッション・トレンドコース
ビューティーホスピタリティコース
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
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
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95％就職率100％（過去３年平均）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。

濃密な2年で、早く社会で輝く！

★短大：1,627,600円

生活費：537,800円）

★4大：1,913,500円

（学費：1,208,800円

※両学科共通語学コース
●本学の特色

学生生活費（1年間）
（学費：1,089,800円

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

②学生生活費(1年間）

生活費：704,700円）

川口短期大学

●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）／
50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

埼玉東萌短期大学

●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

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
エアラインビジネスモデル
ブライダルビジネスモデル
ビジネスフロンティアモデル

●本学の特色
楽しみながら成長し続けられる
実践力のある保育者に！
先生たちが楽しむを力に変える
仕組みを作っている。

★こども学科／190名

●本学の特色
保育系3つの学科が選べる女子短期
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。保育系3学科で幼稚園教諭・保
育士の資格取得できるのはもちろんのこと、地域保育学科では、ベビー
マッサージ指導者・ピアヘルパーなどの資格も取得できます。
また、文化
表現学科では、女性に人気の医療事務や図書館司書が取得できます。
さらに別の分野では、観光実務士やブライダル関連の資格取得も可能
です。
自立した女性となるため、幅広い学びが用意されています。
■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
https://www.akikusa.ac.jp

2年間で4つの資格の免許状・
資格が卒業と同時に取得可能
★保育士資格★幼稚園教諭二種
免許状★小学校教諭二種免許状
★ベビーシッター資格

●本学の特色

ビジネス実務学科 目標に合わせて選択できる履修モデルを８つ設置
し、社会で即戦力となる人材を育成します。
こども学科 一人ひとりの個性を伸ばせる理解力と指導力を持った教
育者・保育者を養成します。
■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
https://www.kawaguchi.ac.jp/

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。一人ひとりの能力・個性・適正を的確に把握し、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。
■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

博之

高校生のみなさんへ

大野

埼玉県私立短期大学協会会長

埼玉県知事

元裕

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︒

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︑
２年または３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︑
限
られた時間の中で︑
充実した学びを経て︑
目標とする免許・
資格はもちろん︑
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 物の力を身に着け︑磨 きを
かけることができます︒
現 在︑各 短 期 大 学では︑
オンライン授 業や感 染 対 策を講
じた面接授業等︑
様々な工夫を行い︑
教育の質の担保と確か
な学修成果の獲得に向け︑
全力で取り組んでおります︒
このリーフレットが進 路 選 択の手がかりとして充 分に活
用されますことを心から願います︒
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大野

直芳

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︒
新型コロナウイルスは私たちの日常生活と価値観を大き
く変えました︒
このような変革の時代にあって︑
県では︑﹁誰一人取り残さ
ない﹂というＳＤＧｓの理念の下︑持続可能な社会の実現を
目指しています ︒困難な状況を乗り越え︑明るい未来を切
り開 くため︑
ＤＸ
︵デジタルトランスフォーメーション︶などの
取組を最優先に進めています︒
短期大学には︑免許や資格の取得のなど︑実践力を短期
間で養うことができる強みがあります︒
皆さんには︑
ポストコロナを見据えた明るい未来を担うプ
ロフェッショナルを目指していただきたいと思います︒
このリーフレットが進 路 選 択の一助となることを願ってお
ります ︒そして︑皆さんが︑自 分の夢をしっかり育んで活 躍
されることを心から期待しています︒

埼玉県教育委員会教育長

髙田

節

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により︑
世の中の
様相が一変しました︒高校生の皆さんの日常生活も︑
この一年
で大きく様変わりしたことと思います︒制約の多い学校生
活であ りながら前 向 きに頑 張る皆さんに︑心からエールを
送ります︒
この激動の時代において︑未来を切り拓いていくためにい
ま必要なのは︑
エネルギー漲る若い皆さんの新しい柔軟な発
想です ︒高 校 時 代に基 礎 基 本をしっかり身に付け︑自 分に
合った進路を見極め︑将来の日本や世界に貢献できる人材
となってくれることを期待しています︒
このリーフレットには︑
有為な人材を輩出してきた埼玉県
の各短期大学の︑
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 ︒進路を考える際の有益な資料になるはず
ですので︑
大いに活用してください︒皆さんが目標を達成さ
れるよう祈っています︒

埼玉県高等学校長協会会長

坂上

靖

学生一人ひとりの個性を大切にし、親身になって相
談・サポートを行っている。4大より早く卒業できるた
め、社会経験をより多く積むことができる。

埼玉県高等学校長協会は︑
県内の公立高校︑
特別支援学
校等の校長が会員となり︑各学校の教育活動の振興・充実
を図っています︒
時代は不透明感を強めています ︒
コロナ以前には﹁いつか
起きるかもしれない﹂と捉えていた変化が一気に加速し︑企
業 環 境︑
個人の働き方︑
求められる専門性等が劇的に変化
してきています ︒高 校 生の皆さんは︑変 化が激しく 先 行 き
不透明な時代において︑
どのように自己実現を図り幸せに
生きるか︑高校卒業後の人生の構想をどう立てるのかとい
う難しい局面にいます︒
短期大学は建学の精神の下︑特色ある教育を行い︑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︒
この資料を参考に︑
皆さん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︒

（３）
しっかり学んで早く社会に出られる。

内田

(出典：平成30年度日本学生支援機構学生生活調査)

■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：exam@u.musa.ac.jp
https://www.musashino.ac.jp/mjc/

埼玉県高等学校進路指導研究会会長

4,398,800円の差

■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
https://www.saijo.ac.jp/

埼玉県高等学校進路指導研究会は︑
高校や特別支援学
校等に対して適時適切な情報を発信するとともに︑
調査研
究の成果を発表し各学校と共有しています︒
この進路指導は︑
キャリア教育という大きな枠組みの中に
位 置 付けられています ︒皆さんは︑進 路 実 現を卒 業 後の進
路を決定するという一過程に留めずに︑
生涯において自分が
果たす役割の価値やそれと自分との関係を積み重ねていく
営み
︵キャリア︶
の一つとして連続的かつ長期的に捉えてみて
ください︒それが生涯においてより良く生きることにつなが
ります︒
短 期 大 学は︑皆さんのこのような多 様なキャリア形 成に
適切に応えてくれます ︒その特徴は︑地域に根差した教育
やきめ細やかな教育という共通基盤を持ちながら︑
それぞ
れが掲げる特色ある教育目標の実現を目指していることに
あります︒
今後とも︑
本研究会は︑
埼玉県私立短期大学協会との連
携を深め︑
生徒のキャリア形成に貢献してまいります︒

285,900円の差

★短大：2年間で3,255,200円
★4 大：4年間で7,654,000円
修業期間
でみると

●学科・コース／定員
★幼児教育学科／100名
（女子のみ）

★国際コミュニケーション学科/150名

短大：63.1%

1年間で

●学科・コース／定員
★商学科/150名

秋草学園短期大学

通学に便利なロケーションだから︑

①自県内入学率

武蔵野短期大学

勉強もキャンパスライフもエンジョイできる！

（２）
自宅から通学でき、学費も安く抑えられる。
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■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
https://sc.kgef.ac.jp/

将来に直結した多彩な学びが用意されています

（出典：令和2年度学校基本調査）

0

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）の会
員として、
「卒 業 研 究プレゼミ」
「卒 業 研 究ゼミ」にお いて、
SDGsと関連づけた専門研究を行っています。

南越谷

埼玉女子短期大学

（前年度比＋0.1％）

短大が1.6%高い

4大：36.0%

国際学院埼玉短期大学では人
間力と専門力を培う
「人づくり
教育」で“人”を尊重し、社会で
活躍できる“人”を大切に育て
ています。

■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

76.9

%

保育者も、栄養士も、調理師も
必要なのは人間力と専門力

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

短大

75.3

●本学の特色

「人間力」を育てます。

%

大学

●学科・コース／定員
★幼児保育学科／150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

80.6

家のちかくの
短期大学を
探してみよう！

埼玉短大マップ

■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

●学科・コース／定員
★こども学科／150名

★健康生活学科・
健康栄養専攻/80名

●本学の特色

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。

埼玉純真短期大学

●学科・コース／定員

★子ども学科／100名

●本学の特色

〈日本私立短期大学協会「短大クェスチョン」
から〉

武蔵丘短期大学

