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〒206-8511 東京都稲城市坂浜238
TEL 042-350-7110（入試センター）
URL https://www.komajo.ac.jp/uni/

アクセス 新宿から約35分！

ホームページ 保育科ページ

※詳しくは本学ホームページをご覧ください。
※都合により日程や開催時間など変更となる場合がございますので、ご了承ください。　
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稲城駅下車、改札を出て右手方向に進み、２番バス停より駒
沢学園行き、新百合ヶ丘駅行き、柿生駅北口行きのいずれか
に乗車約７分。
※駒沢学園入り口で降車されないようご注意ください。

新百合ヶ丘駅下車、改札を出て南口方面に進み、階段を
降り１階バスターミナル５番乗場より、駒沢学園行き、稲城
駅行き、稲城市立病院行きのいずれかに乗車約20分。
※道路状況により時間がかかる場合があります。

●稲城駅下車
●小田急バスに乗車（約7分）
●駒沢学園下車

●新百合ヶ丘駅下車
●小田急バスに乗車（約20分）
●駒沢学園下車

●稲城長沼駅下車
●スクールバスに乗車（約14分）
●駒沢学園下車

OPEN CAMPUS 2023
＜完全予約制＞

11/3 金・祝

オープンキャンパス

ウィークデーオープンキャンパス

学園祭同日開催

〈入学者選抜相談日〉10/8 日
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学校見学
個別の学校見学のご予約も
随時受付しております。
※日曜・祝日・大学の行事日・休業日を
　除きます。



さらに、希望者へは以下の資格取得をサポート
〈目指せる資格〉

●おもちゃインストラクター
●幼児体育指導者検定
●幼児教育・保育英語検定
●MOS試験（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）
●救命技能認定証

保育士
資　格

幼稚園教諭
二種免許状

2 年間で 2つの国家資格を取得します

100

11,000
保育関係就職率

８年連続

これまでに

以上の
保育者を輩出

人

2021年度卒業生実績
（保育関係希望者65人／
保育関係就職者65人）

%

〈 KOMAJO の４つの特色〉

「遊び力」「表現力」を持った保育者になれる

「遊び力」「表現力」を追求する学び

開設から約60年、伝統と実績が創りだす学び

アットホームで懇切ていねいな指導

自然豊かな環境・施設

詳細はP.2

詳細はP.4

詳細はP.6

詳細はP.8

保育職のやりがいは、子どもたちの心と成長に寄り添って、ふれあうすべての人たちを笑顔にできること。

約60年もの伝統と実績を誇るKOMAJOでは、保育教育のプログラムと多彩なカリキュラムによって、

子どもたちとともに成長できる、信頼される保育者を養成します。

「笑顔」を創造しよう！
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保育内容「身体表現」
子どもの歌を素材とするリズミカルな遊びを中心に、
身体による表現教育のすべてを学びます。また、子ど
もたちを招待してオリジナルの舞台を披露すること
で、自分たちが表現するだけにとどまらず、保育現場
における発表会の作り方を学び、子どもたちの反応を
生で知ることができます。

歌遊びやリトミック、手遊びなどを
実際に身体を動かすことで体得し、
表現力の向上を目指します。

確かな演奏スキルを身につけ、
子どもが楽しく積極的に
音楽に親しめる指導法を学びます。

子どもの発達に合った
工作や絵画の指導法を学び、

子どもの創造性をはぐくむための
表現を身につけます。

細野 いちか さん
保育科1年
東京都立
青梅総合高等学校 出身

前田 菜摘 さん
保育科１年
山梨県立
甲府南高等学校 出身 「遊び力」「表現力」を

追求する学び

音楽基礎Ⅰ・Ⅱ／保育内容「音楽表現」
ピアノ伴奏・歌唱の基礎から、編曲や指揮法といっ
た応用まで、音楽表現に関する知識を学びます。子
どもと楽しく歌うための伴奏アレンジでは保育者と
して必要な表現力を習得し、集団での楽器演奏法を
身につけることで子どもの音楽的な資質を養い、表
現を引き出すことができます。

保育科1年
東京都私立 大成高等学校 出身

平井 真友 さん

造形基礎Ⅰ・Ⅱ／保育内容「造形表現Ⅰ・Ⅱ」
紙コップ人形や、紙皿コマなど、身近な素材で、子
どもたちが作って遊べるおもちゃ作りの造形に加え
て、プラバンや粘土といったさまざまな素材をつ
かった造形活動を学びます。自分たちの作品を展示
する「造形展」や、子どもたちといっしょに遊具を
作る「ダンボール制作展」を行います。

▶身体表現発表会の
    詳細はP.6

造形
表現
造形
表現
造形
表現

音楽
表現
音楽
表現
音楽
表現

身体
表現
身体
表現
身体
表現

造形表現では
作ることを楽しみ、

感じたことや考えたことを
自分なりに表現できるので
想像力が磨かれます！

「想」・「奏」・「創」で子どもの表現力を
 引き出し伸ばす技術を学ぼう

絵本を題材とした
身体表現発表会では、
わかりやすいストーリーに
アレンジすると、
子どもたちにも楽しんで
もらえると学びました。

系科目が充実アート

子どもの成長に良い影響を
与える音楽や歌を通して、
音を奏でるおもしろさや
温かさ、楽しさを伝えられる
先生になりたいです。

2 3



沿 革

付属こまざわ幼稚園との連携
本学からほど近い場所にある付属こまざわ幼稚園とは、実習はも
ちろんイベントでも相互に協力をして連携しています。保育科研
究施設としての役割も担っている重要な施設です。

● 1953年（昭和28年）

● 1957年（昭和32年）

● 1965年（昭和40年）

● 1989年（平成元年）

駒沢学園高等保育学校を開設

駒沢学園高等保母学校を開設

駒沢女子短期大学保育科を開設

キャンパスが世田谷区から稲城市へ移転

1年 2年

仏教学Ⅰ・Ⅱ
情報リテラシー

保育原理
教育原理
子ども家庭福祉
社会福祉
社会的養護Ⅰ
保育の心理学
子どもの理解と援助
子どものからだと保健
子どもの健康と安全
子どもと健康
子どもと環境
子どもと言葉
子どもと表現Ⅰ
保育内容｢環境｣

保育内容｢言葉｣
保育内容｢身体表現｣
保育内容｢音楽表現｣
乳児保育Ⅰ
特別な支援を要する
　子どもの理解と支援Ⅰ
教育方法
児童文化Ⅰ・Ⅱ
音楽基礎Ⅰ・Ⅱ
造形基礎Ⅰ・Ⅱ
保育実習指導Ⅰ（保育所）
保育実習指導Ⅰ（施設）
学校体験活動

保育実習Ⅰ（保育所）
保育実習Ⅰ（施設）

保育実習Ⅱ
保育実習Ⅲ
教育実習

子育て支援
保育者論
幼児教育制度論
子ども家庭支援の心理学
子どもの食と栄養Ⅰ・Ⅱ
子ども家庭支援論
教育相談
保育･教育課程論
保育内容総論
子どもと人間関係
子どもと表現Ⅱ
保育内容｢健康｣
保育内容｢人間関係｣
保育内容｢造形表現Ⅰ・Ⅱ｣

乳児保育Ⅱ
特別な支援を要する
　子どもの理解と支援Ⅱ
社会的養護Ⅱ
現代保育実践の課題
保育実習指導Ⅱ・Ⅲ
保育･教職実践演習（幼稚園）

英語コミュニケーションⅠ
体育

心理学
日本国憲法
生命科学と生物

英語コミュニケーションⅡ
野外文化
ボランティア実習

基礎から専門へ 専門性の追求

２年間で４つの力を磨く

物事の本質を見極めた
うえで、柔軟な対応を
考え出せる力

自ら感じたことを自分なりに他者へ適切に伝える能力、
また、他者からの表現をありのまま受け止める力

子どもの遊びの本質を
理解し、自らも子どもと
ともに楽しむ力

多様な価値観をありのまま
認め、他者を思いやる心と

協働する力

基礎科目

表現力

（音楽表現）

遊び力 思考力 人間力

（身体表現） （造形表現）

実習を通して
保育者としての
自覚と役割を知り、
その後、本格的な実習へ

専門教育科目

子どもの発達について神経学・心理学の両面
から学びます。日々の生活や遊びが子ども
の発達にどう関連するのか、心にどう影響
するのかを論理的に学びます。子どもの心
の動き方と行動を理解し、信頼される保育
者を育成します。

昨今の保育現場には外国人保護者が増えて
おり、コミュニケーションには英語力が必
須となっています。また、外国籍の子ども
ともスムーズなやり取りができるよう、「保
育現場での英会話」を手作り教材にて学んで
います。

3歳未満児の心身の発達と保育を学びます。
集団保育をしながらも、いかにして一人ひ
とりと向き合い愛着関係を育てるかを重視。
0歳児クラス、1歳児クラス、2歳児クラス
の保育をシミュレーションし、乳幼児向け
の手作り遊具の制作も行います。

海外の保育の実情を知る「海外研修」

乳児保育Ⅰ・Ⅱ 保育の心理学 英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ

保育者にふさわしい基礎的な知識と
社会人としての教養を身につけます。

理想の保育者像を追求しながら
本格的な実習を通して実践力を高めます。

基礎講座
日本語表現

ライフデザイン

稲城市の黒板アートのプロジェクト

保育現場で働く
本学卒業生による
講演会

保育現場で働く
卒業生に向けた
フォローアップセミナー

夏休み中の小学校の黒板に絵を描き、休みあけに登校してきた子どもたちを驚かせ、
絵を通して交流を深めるアート活動です。

※カリキュラムは予定であり、一部の科目名などを変更する場合があります。

カリキュラム

Pick up 科目

01Point

保育者11,000人輩出。
確かな保育者教育
駒沢女子短期大学保育科の前身となる高等保育学校が開設され

たのは1953年。保育科が1965年に開設されてから数えると、

約60年にわたって卒業生を送り出してきた歴史と伝統を持つ短

期大学です。

時代により変化する子どもを取り巻く環境や保育、幼児教育の

ニーズを的確にとらえ、常に最新の保育知識と技術を学べる教

育機関を目指しています。

長い年月を重ねるなか、母娘2代で本学の卒業生という方もい

らっしゃいます。

02Point

伝統校ならではの
KOMAJOのつながり
全国の保育現場では多くの卒業生が活躍しており、なかでも園

長、施設長、主任など、指導的立場の卒業生は、学生の実習

や就職を支えてくれる頼もしい存在です。そうした経験豊かな

卒業生による講演会を実施するほか、卒業生にも最新の保育

知識を学び、スキルを高めるフォローアップセミナーを開催して

います。そのつながりは、歴史ある伝統校ならではのネット

ワークと固い絆で結ばれたかけがえのないものです。

開設から約60年、伝統と実績が創りだす学び
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実習に向けての事前科目「保育実習指
導Ⅰ（保育所）」では、子どもたちに人
気の保育教材である「手袋シアター」
「エプロンシアター」「パネルシアター」
のうちから1つを制作します。

松本先生：入学前に不安なことはありましたか？
入江さん：私はピアノが未経験だったのでとても不安でしたが、
入学前教育プログラムで同じ初心者の子たちと初歩的なこと

から優しく、ゆっくり教えてもらい安心しました。

松本先生：保育に関する学びは理論・実践を含めて内容が多
岐にわたりたいへんですが、入江さんはどんな困難も自分の成

長のチャンスとして前向きに取り組み、主体的に吸収し乗り越

えていく姿が印象的でした。

入江さん：実習に慣れなくて不安なときも先生方には親身に
なっていただき、気持ちを立て直すことができました。

松本先生：短期間ですべてを完璧にこなそうとすると、どうし
ても気持ちが追いつかなくなってしまうことがあります。まずは

自分なりのペースを見つけて、焦らず一つひとつのことを取り

組めるようにアドバイスやサポートを行いました。将来はどんな

保育者を目指していますか？

入江さん：子どもたち一人ひとりの個性や気持ちに寄り添える、
強くて優しい保育者になりたいです。

松本先生：入江さんの、自分のことだけでなく周囲に目を向け
られる姿勢や視点は、保育者としての強みになると思います。

これからもいっしょに学び、成長しましょう！

入江 心都 さん　保育科1年
東京都立神代高等学校 出身

松本 哲平 先生

時間割例（１年次後期）

付属こまざわ幼稚園の園児といっしょにエアドリームを作っ
ています。新聞紙やカラービニール袋をつなげて巨大風船
にして、中に入って遊ぶことができます。クイズやゲームを
交えながら毎年楽しく活動しています。

グループワークでダンボールの滑り台や家などを学生が作
り、付属こまざわ幼稚園の園児が絵具でペイントしていま
す。完成後は学園祭で展示し、多くの子どもたちに遊んでも
らっています。

企画から脚本、音楽、ダンス、衣装、大道具まで学生たち
がすべてプロデュースする発表会で、クラス全員で取り組み
ます。当日は付属こまざわ幼稚園や近隣園の子どもたちを
招待します。

エアドリーム ダンボール
制作展

身体表現
発表会

1
MON

2
3
4

TUE WED THU FRI

限

保育内容
「言葉」 

限

音楽基礎Ⅱ

限 教育方法

保育実習指導Ⅰ
（保育所）

子どもの
理解と援助

特別な支援を要する
子どもの理解と支援Ⅰ

社会福祉

子どもの
からだと保健

子どもと表現Ⅰ

体育

造形基礎Ⅱ

子どもと環境

児童文化Ⅰ

社会的養護Ⅰ 児童文化Ⅱ

仏教学Ⅱ

日本語表現

乳児保育Ⅰ

限

授業のことから進路まで、何でも相談できる先生

　　　いつも
とことん話を聞いてもらい、
寄り添っていただけます。

周囲からの信頼が厚く、
子どもたちからも
好かれる先生になって
くれると思います。

01Point

安心して質問・相談ができる
担任制の少人数クラス
KOMAJOでは学生が安心して学校生活を送ることができるよ

う、担任制の少人数教育を実践しています。そのため学生と教

員の距離がとても近く、授業や取得単位のこと、実習や就職、

日常生活面に至るまで、担任によるきめ細やかなサポートを受

けることができます。

02Point

入学までの「０学期」
安心して入学準備ができる
入学前の準備期間として、ペン字テキスト、ピアノ個人レッスン

などの入学前プログラムを実施しています。これは高校生活か

ら短大生活へのスムーズな導入を目的としています。ピアノを弾

いたことがない方でも、入学後の授業についていけるか不安な

方も安心です。　▶詳細はP.12

03Point

輪が広がる
実践イベント盛りだくさん
保育科では「想」の身体表現、「奏」の音楽表現、「創」の造形表

現の3分野を重視し、それぞれの表現力を高める授業や発表会、

展示会を頻繁に行っています。子どもたちを楽しい世界にいざな

うとともに、子どもの表現を的確にキャッチする力を高めます。

子どもたちの
喜ぶ顔を想像して、
みんなでたくさん話し合い
準備を進めます。

アットホームで懇切ていねいな指導
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「小児保健実習室」のベッドには新生児と同じ位の大きさ・重さの人形が数多くあります。
この人形を使って抱き方、授乳、おむつ交換、沐浴の方法などを学びます。

ピアノの個人レッスン室は25室もあり、空いてい
ればいつでも練習することができます。

造形室ではダンボールの遊具を制作したり、造形
表現の授業を行います。

「保育研究資料室」にはさまざまな教材や幅広い絵本が揃っています。絵本の読み聞
かせなど、実習に向けた練習をすることができます。

農園で収穫したさつまいもで焼きいも大会を開催。ブリュレ
風やアイスクリームをトッピングしたものなど、クラスごと
にオリジナルメニューを考え調理しました。

02Point

実践力を高める現場に即した
充実の学内実習施設
沐浴実習や調乳の実習ができる小児保健実習室をはじめ、ダン

ボール制作などを学ぶ造形室、グランドピアノやマリンバなど大

型楽器も用意された音楽室のほか、ピアノレッスン室やピアノ

練習室、表現の研究やダンスの練習もできるリトミック室、幅

広い絵本を取り揃える保育研究資料室など、実践的に学べる保

育科専用の施設が充実しています。

01Point

緑に囲まれたキャンパス
（敷地面積は東京ドーム4個分！）

充実した施設と
実習室で
実践力を磨きます。

保育研究
資料室

八十周年館
造形室

ピアノ
レッスン室

小児保健
実習室

やきいも
プリンセス

緑豊かな広いキャンパス内では、散策をしながら植物や虫など

を子どもの目線で発見する自然体験を行います。草木を観察し、

実際にふれることで、子どもと自然を共感できる保育者を目指し

ます。学園所有の「わくわく農園」では、農園体験を行うことが

できます。トマトやエダマメ、さつまいもといった野菜を畑で栽

培し、収穫した野菜をおいしく調理する方法を研究するなど、

食べ物への興味や関心を高める食育の知識も身につけます。

実習指導室には保育者経験を持つ職員が在籍し、実習先との窓
口として、学生への実習先の紹介、実習先に提出する書類のサ
ポートや実習中の相談受付などを行っています。

1年次 10月下旬　●公立保育所
1年次 2月～3月　●児童福祉施設（保育所を除く）・
　　　　　　　　　社会福祉施設
2年次 9月下旬　●私立保育所 または 児童福祉施設

保育実習

1年次 5～7月　  ●付属こまざわ幼稚園 など
2年次 6月　　　●私立幼稚園

教育実習・学校体験活動

実習スケジュール

神奈川県立西湖高等学校 出身

山崎 莉子  さん ２年

現場で培ったコミュニケーション力
全5回の実習を通して私が学び得たのは、事前準備のたいせ

つさとコミュニケーション力です。模擬保育でイメージを膨らま

せ、指導案をしっかり作り込んだことで、安心して、落ち着いた

気持ちで実習を行うことができました。また、子どもたちや先生

に自分から考えや思いを伝えることで、円滑にコミュニケーショ

ンが取れるようになりました。

温かみのある信頼される先生を目指して
児童養護施設での宿泊実習では、さまざまな背景を持つ子ども

たちと先生との厚い信頼関係を目の当たりにし、先生としての

責任感が強く芽生えました。同時に、児童養護施設での支援

の在り方を学び、私も子どもたちをサポートしたいという思いに

駆られ児童養護施設への就職を決めました。

保育実習
体験記

実習での体験が、就職先を選ぶ
きっかけになりました

苦手なピアノ練習に
励みます♪

日誌を書くことで
たくさんの気づきが
得られます！

子どもたちの
笑顔を想像しながら
オリジナルの布絵本を
制作しました。

実習前の事前練習

手作り保育教材発表会

実習日誌

自然豊かな環境・施設
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＜幼稚園＞グリーンヒル幼稚園／牛浜幼稚園／はなぶさ幼稚園／柿の実幼稚園／杉野幼稚園／みふじ幼稚園／誠心相陽幼稚園／美しの森幼稚園／潮見台みどり幼稚園／府中ひばり幼稚
園／富士ヶ丘幼稚園／大宮幼稚園／コマクサ幼稚園／長沼幼稚園／府中白糸台幼稚園／錦秋幼稚園／菅幼稚園／平尾わかば幼稚園／藤の台幼稚園／立川みどり幼稚園／広田幼稚園／
緑ヶ丘幼稚園／座間幼稚園／相模ひまわり幼稚園／認定こども園多摩みゆき幼稚園／認定こども園きそ幼稚園／駒沢女子短期大学付属こまざわ幼稚園　＜保育所＞早苗保育園／髙安寺
保育園／柿生保育園／富士見第一保育園／まや保育園／白百合椚田保育園／えびなの風保育園／白鳥保育園／南大沢保育園／もみの木保育園若葉台／すずのき台保育園／上溝保育園／
三田かしのみ保育園／光明第四保育園／まつの木保育園／古里保育園／つるかわ保育園／見影橋保育園／稲田保育園／なみのり第二保育園／なでしこ保育園／たかはた北保育園／かさ
まの杜保育園／ RISSHO KID’S きらり 玉川　＜施設など＞調布学園／強羅暁の星園／川崎愛児園／れんげ学園／砂町友愛園（養護部）／五乃神学園／知的障害者厚生施設パサージュい
なぎ　＜公立＞江戸川区／江東区／大和市／諏訪市　＜進学＞相模女子大学／こども教育宝仙大学

※おもな就職先（2019～2021年度卒業生実績）［就職データ］

100
保育関係就職率

８年連続

2021年度卒業生実績
（保育関係希望者65人／
保育関係就職者65人）

%

［スケジュール］
1年次

● 公務員試験対策講座（WEB）

2年次

● 進路オリエンテーション

● 就職ガイダンス①
　 保育関係の就職活動を知る

● 採用試験筆記対策講座・
　 模擬試験

● 就職ガイダンス②
　 園の採用試験と履歴書作成

● 就職ガイダンス③
　 見学時のマナーと電話対応

● 就職ガイダンス④
　 面接試験の対策

就職支援
学生一人ひとりの希望に合わせて、
親身なケアで就職活動をバックアップ

保育科教員と
進路総合センターの
密な連携によるサポート

一般企業とは採用時期や就職試験の方法が異なる幼稚園や

保育所、施設への就職活動では、保育科教員と進路総合セン

ターとの緊密な連携を図りながら、希望の就職先に決まるよう

手厚くサポートしていきます。学生一人ひとリに合わせた個別の

面接指導で、進路（内定）決定するまでのすべてのプロセスを

支援します。

本学保育科オリジナルのCareer Handbook

※その他、随時学生の要望に合わせて個別サポートを
　通年で実施しています。

進路支援
プログラムの紹介03

Support

01
Support

就職活動がピークとなる２年次の秋に向けて、就業意識

の育成から、就活の方法、自己分析など、内定までのプロ

セスを2年間通してサポートします。

伝統と実績における高い信頼の証02
Support

開設から約60年の歴史をもつ本学では、各地の就職情報が充実しています。

進路総合センターでは、各園や施設、企業から送られてきた求人票やパンフ

レットなどを閲覧できます。「駒沢女子キャリアナビ」を利用すれば、実習や長期

休暇中でも求人情報をインターネット上で検索できます。

就職ガイダンス

保育関係の就職活動の流れをふまえ、
履歴書の書き方から採用試験対策に加
えて、社会人としての身だしなみや立
ち居振る舞いなどの実践的な指導を行
います。

採用試験筆記対策講座・
模擬試験

保育の現場では、専門知識はもちろん
のこと、幅広い一般教養が必要です。
本学では、採用試験で出題される一般
常識や専門科目の対策と模擬試験を実
施しています。

5月～ 4月

5月

7月

業種別割合
（2021年度実績）

幼稚園

34％

保育所

56％

幼保連携型認定こども園
2％

施設など4％

公立3％ 一般企業
1％

夢を咲かせた先輩たち

子ども目線に立ち
気持ちに寄り添える保育者に

植村 来海 さん
2022年３月卒業
東京都立府中西高等学校 出身

前向きな言葉かけで
子どもたちの成長をサポート

川村 真美子 さん
2022年３月卒業
神奈川県立菅高等学校 出身

保育園のときから夢見た憧れの職業に就き、子ども

たちに囲まれる毎日に幸せを感じます。自然豊かな

コマジョで、思いっきり学び、思いっきり遊んだ2年

間の経験を生かし、子ども目線に立ち、個々の気

持ちに寄り添える理想の保育者を目指していきたい

です。卒業後も困ったことがあると、コマジョの先生

方に相談しアドバイスと元気をいただいています。

子どもたちの成長スピードの速さに驚かされる毎日で

すが、そうした一瞬の変化も見逃さず成長をサポー

トしていきたいです。

高校進学を機に、大好きな子どもたちの成長を見守れ

る保育者になろうと決めました。人懐っこい園児が多く

「先生だいすき」と抱きついてきてくれる園児もおり、子

どもたちの愛くるしい笑顔や優しさにふれるたびにこの

仕事にやりがいを感じます。コマジョでは信頼できる先

生や同じ夢を持つ仲間に出会うことができ、充実

した日々が送れました。園児たちにも

「幼稚園が楽しい」と思ってもら

えるよう、前向きな言葉

かけを心がけ、寄り

添いながら見

守っていきた

いです。

学校法人平山学園  菅幼稚園 同期就職の
先輩２名に
お話を聞きました

姉もKOMAJOの
卒業生です！
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入学者選抜 INFORMATION

※2024年度入学生学納金については、『2024年度入学者選抜要項』で再度必ずご確認ください。

○印は入学年度のみとなります。

2023年度 学納金

特典には申請条件があります。
詳しくは本学ホームページまた
は、『2024年度入学者選抜要項』
をご確認ください。

以下のような特典制度を設けています。特典制度

◆卒業生子女入学特典制度
◆大学・短期大学 姉妹入学特典制度
◆寺院関係者入学特典制度

学校法人駒澤学園奨学金（給付）

在学生スカラシップ制度（減免）

経済的理由により修学が困難な学生に対し書類審査
を行い、奨学生としてふさわしいと判断された場合
に給付されます。なお、本奨学金は給付のため返還
の義務はありません。災害により経済的に困窮して
いる学生についても対象とします。

● 募集時期：9月
● 選考方法：書類選考
● 給付金額：年間授業料の半額以内の額
● 採用人数：26名程度
　  （駒沢女子大学・駒沢女子短期大学全課程）

※制度の見直しにより内容を変更する場合があります。

2年次以上の学生で、入学後の勉学に精励し、優秀な
学業成績を修めた学生に対し、授業料を減免する制
度です。選考は毎年度、大学が定める基準（前年度の
学業成績において、原則としてGPAが3.0以上で、
単位修得数や生活態度などの人物評価を併せて総合
的に評価）により行われます。

奨学金

希望者にはピアノの個人レッスンを開講しています。経験度に
合わせた内容を実施しており、初心者でも新学期までに基本が
身につきます。

入学前教育プログラム

入学者選抜の種類

短期大学と専門学校、
どちらに進学するか迷っています。

ペン字テキスト配布 ピアノ個人レッスン

ペン字
課題見本

※具体的な日時は相談のうえ決定します。

保育業務では子どものおたより帳などで手書きが多く求められます。
担当講師が添削をし、アドバイスを添えてお返しします。

Q

短期大学では、専門的な科目や実習だけでなく、一般教養科目な
ど幅広い授業が受けられます。また、「短期大学士」の学位が得ら
れ、希望者は４年制大学への編入学が可能です。２つの国家資格
が最短で取得できるのも短期大学の魅力です。

入学者選抜を受ける前に
オープンキャンパスへの参加や
個別相談は必要ですか？

Q

通常、教員に直接相談できるのはオープンキャンパスの日だけに
なります。また、オープンキャンパスに参加した方のみにお渡し
している資料もあります。その他、保育科に在学している学生に
相談することもできますので、なるべくオープンキャンパスの参
加や個別相談への参加をおすすめしております。

スカラシップ制度（新入生）とは
なんですか？Q

一般選抜A日程の合格者のなかから成績優秀者（筆記試験の得点率
が原則７割以上で入学定員の５％上限とする）を対象に１年次の年
額授業料を半額か全額免除する制度です。学校推薦型選抜（指定校
制・公募制）や総合型選抜（専願型）Ⅰ期にて合格し、入学手続を
完了した方もチャレンジをすることができます。
※詳しくは『2024年度入学者選抜要項』をご確認ください。

入学者選抜において、
ピアノの実技試験はありますか？

Q

すべての入学者選抜において、選考方法にピアノ実技試験はあり
ません。初心者の方でも入学後の授業で弾けるようになりますの
で安心してください。希望者には入学前にピアノ個人レッスンも
行っております。なお総合型選抜で自己PRコースを選択された方
でしたら選抜方法としてピアノの実技を行っていただくことも可
能です。得意な方はぜひチャレンジしてください。

総合型選抜「B：自己PRコース」では、
先輩はどんなPRをしていましたか？

Q

総合型選抜の選抜タイプで「B：自己PRコース」を選択した受験
生は、選考日当日、エントリーシートに記載した発表・実演を
行っていただきます。先輩たちはどんなPRをしているのか、そ
の一部をご紹介します。参考にしてみてください。

◆ 高校授業の一環として調べ学習をした地域の産業事業について、
　さらに詳しくまとめてパワーポイントを使って発表

総合型選抜（専願型）
A：保育者適性型コース
B：自己PRコース

総合型選抜（併願型）
A：保育者適性型コース
B：自己PRコース

一般選抜
（スカラシップ制度実施）

※上記のほかに社会人特別入学者選抜があります。

学校推薦型選抜
（指定校制）

学校推薦型選抜
（公募制）

大学入学共通テスト
利用選抜

プレゼンテーションを選択した受験生の場合

◆ ダンス部やチアリーディング部での演技を実演
◆ ピアノの演奏
◆ 絵本の読み聞かせ
◆ アカペラで歌を披露

実技・実演発表を選択した受験生の場合

種別

○ 入学金
　 授業料
　 維持費
　 実習費
　　　　小 計
○ 学友会入会金
　 学友会費
○ 父母の会入会金
　 父母の会費
○ 同窓会費（終身会費）
○ 後援会費
○ 保険料
　　　　小 計
　　　　合 計

300,000円
408,000円
100,000円
33,000円
841,000円
2,000円
5,000円
3,000円
7,000円
5,000円
5,000円
1,400円
28,400円
869,400円

300,000円
816,000円
200,000円
66,000円

1,382,000円
2,000円
5,000円
3,000円
7,000円
5,000円
5,000円
1,400円
28,400円

1,410,400円

408,000円
100,000円
33,000円
541,000円

541,000円

分納 年額
入学手続時 後期

レッスン日※

レッスン
時間

レッスン
スタイル

個人レッスン（対面）

２月～３月の中で１日 ２月～３月の中で１日

30分/1人

経験に合わせたレッス
ンを行います。

個人レッスン（オンライン）

30分/1人

オンライン会議システム
「Google Meet」を使い、
自宅でレッスンを受けるこ
とができます。

初心者でしたが
今では、両手で
弾けるようになりました。
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