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本学は、公益財団法人大学基準協
会の認証評価を受け、短期大学基
準に適合していると認定されました。

総合型選抜

一般選抜

学校推薦型選抜

社会人特別選抜

私費外国人留学生特別選抜

募集要項の配布・請求

Webページからダウンロード

Webページからダウンロード

Webページからダウンロード

本学への郵送による請求

本学への郵送による請求

令和4年7月下旬から

令和4年10月中旬から

令和4年9月上旬から

令和4年9月上旬から

令和4年9月上旬から

配布時期

本学へ直接請求する場合

募集要項の配布時期・方法は次のとおりです。

請求方法・配布方法種　別

静岡県立大学短期大学部学生室
〒422-8021　静岡市駿河区小鹿2丁目2番1号

募集要項請求先
令和３年度入学者選抜からweb出願を導入しました。「総合型選抜学生募集要項」「学校推薦型
選抜学生募集要項」「一般選抜学生募集要項」については、本学webページ上からダウンロードし
ていただきます。なお、社会人特別選抜及び私費外国人留学生特別選抜については、従来通り冊
子を配布する予定のため、「社会人特別選抜学生募集要項請求」「私費外国人留学生特別選抜
学生募集要項請求」と朱記し、返信用封筒〈角型２号（33.2cm×24.0cm）に210円分の切手を
貼り、受信人の郵便番号、あて先を明記〉を同封の上、請求してください。

静岡県立大学
短期大学部

歯科衛生学科　社会福祉学科　こども学科
社会福祉専攻　介護福祉専攻

大 学 案 内　2023

Univers i ty  � Shizuoka ,  Junior  Col lege
Col lege  Guide Book 2023

〒422-8021  静岡市駿河区小鹿2丁目2-1
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静岡県立大学短期大学部

静岡県立大学短期大学部は、「一般教育を重んじ、これと密接な関連を保ちつつ、深く専門の学芸を
教授研究し、実際的な応用能力の展開を図り、時代の要請と地域社会の要望にこたえうる有為な
人材を育成する」という本学の目的を理解し、本学で学びたいという意欲を持つ学生を求めています。
こうした学生を受け入れるため、静岡県立大学短期大学部では、多様な選抜方法と多元的な評価
尺度による入学者選抜を実施しています。

静岡県立大学短期大学部 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

高い専門性とともに、
幅広い視野で物事をとらえられる
自立した人材の育成を目指します。

人間力の育成
歯科衛生士、社会福祉士、介護福祉士、
保育士、幼稚園教諭と
人々の健やかな暮らしを守る
専門家を育てます。

専門的な学び
学びたい人すべてに学びの環境を。
「社会人に開かれた大学」は
地域の学びの拠点です。

社会に開かれた大学
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高度化する歯科保健医療に対応した専門的知識と技術

を有し、他職種と協働して、人々の生涯にわたる健康づく

りに貢献できる人間性豊かな歯科衛生士を養成します。

保育ニーズに対応した相談援助のできる保育士と、

専門的知識と技術とを兼ね備えた社会福祉士を養成

します。

高齢者や心身に障害を抱える人々が自立した生活がで

きるように、日常生活を援助し必要な助言ができる介護

福祉士を養成します。

こどもの健やかな育ちを保障するための高度な専門知

識と実践力に加え、教養及び豊かな人間性を持ち自ら

学び続けることのできる保育者を養成します。

歯 科 衛 生学 科 社会福祉学科 社会福祉専攻 こども学 科社会福祉学科 介護福祉専攻

・歯科衛生士国家試験受験資格
取得可能な
資格

取得可能な
資格

取得可能な
資格

取得可能な
資格

・保育士資格
・社会福祉士国家試験受験資格

・社会福祉主事任用資格
（卒業後2年間の実務経験が必要）

・介護福祉士国家試験受験資格
・社会福祉主事任用資格

・保育士資格
・幼稚園教諭二種免許状
・社会福祉主事任用資格

修業年数 / 2 年修業年数 / 2 年修業年数 / 2 年修業年数 / 3 年

P.05 P.09 P.13 P.17

歯 科 衛 生 士
を目指すあなたへ

社会福祉士・保育士
を目指すあなたへ

介 護 福 祉 士
を目指すあなたへ

保育士・幼稚園教諭
を目指すあなたへ

to the



歯科衛生学科の特色
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Department  of  Denta l  Hyg iene

歯 科 衛生学 科
歯 科 衛 生 士 を目指すあなたへ

取得可能な資格 歯科衛生士国家試験受験資格修業年数 / 3 年

健 康づくりを支援する歯科衛生士を育成します。

「健康」は守るものからつくるものへと変わり、社会は歯科衛生士に人びとの健康
づくりを支援する役割を期待しています。本学科ではこのような社会背景を踏ま
えた上で、「人としての教育」を重視しています。カリキュラムは歯科衛生に関する
専門科目を中核とし、その基礎となる教育科目および医療従事者としての基礎知
識を修得する科目から編成されています。こうした学内での学びのほか、学外で
は、歯科診療所をはじめとして、病院、学校、高齢者施設、保健福祉センターなど
での多彩な臨地実習を行うことによって、実践力を強化します。所定の単位を取
得して卒業すると、歯科衛生士国家試験受験資格が得られます。

歯科衛生士とは・・・
歯科衛生士とは、人々の歯科保健の向上のために、歯科予防処置、
歯科診療の補助および歯科保健指導を業とする専門職です。近年で
は、病院・保健・福祉施設における健康管理にも歯科衛生士が深く
関わるようになってきており、保健・医療・福祉分野の他職種との密
接な連携のもとに活動する場が広がりつつあります。

歯科衛生学科 ３年間の概要

教養科目、専門基礎教育科目、専
門職業人としての役割を理解する
ための科目を履修します。

専門科目の講義および学内実習
を中心に履修します。社会福祉学
科と連携した科目も学びます。

歯科診療所をはじめ、病院、特別支援学校、社会福祉施設、保
健福祉センターなどにおいて、多彩な学外実習を行います。高
齢者や障害のある方への支援の方法もさらに深く学びます。

・健康に関心があり、歯科衛生士として社会に貢献したいという意欲がある人
・基礎的な知識・学力を有し、自ら考えて学ぼうとする人　・生涯にわたり学び続け、人間としての成長をめざす人

専門知識の修得に必要な学力を有し、周囲の人 と々協働し、口の健康を通して社会に貢献する歯科衛生士をめざし、理論的、
実践的な学習により主体的に考え学ぶ力、問題解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力を身に付けられる人を求めています。

アドミッションポリシー 〈歯科衛生学科は、次のような学生を求めています〉

授業内容の紹介

歯周疾患予防処置実習Ⅰ

歯科診療で使う器具・器材の取り扱いやマ
ネキンを用いて歯石除去などの歯科予防
処置の基本操作を学びます。

歯周疾患予防処置実習Ⅱ 

臨床基礎実習室では、三人一組（術者、補
助者、患者役）で歯科用ユニット(歯科診療
台)を用いたより実践的な実習を行います。

臨地実習応用（学校歯科保健実習）

集団を対象とする歯科保健指導として、幼
児・児童を対象とした指導案を立案して、
媒体の作製やリハーサルを行っています。

歯科衛生士国家試験（２月下旬～３月上旬）

1年次 ２年次 ３年次

合格・免許申請・登録 歯科衛生士



●今学んでいることはなんですか？
歯や口腔、全身に関する知識や保健、医療、福祉についての知識・技術を学んでいます。新型コロナウイルス感染
症の影響で遠隔での授業もありましたが、先生方のご指導により問題なく授業を進めることができました。1年次
は講義、2年次は学内実習が中心でした。3年次は学外実習が多くを占めます。新しい段階への学びが楽しみです。

●将来はどうなりたいですか？
口腔保健の大切さを広めるとともに、持ち前の明るさを活かし対象者一人ひとりに寄り添い、信頼される歯科衛
生士を目指したいと思っています。そして、専門的な立場から対象者の全身の健康やQOL向上のために日々精進
していきたいです。

●県短で充実していることは？
1学年40人の少人数制で先生方は親身になって接して下さるので、質問がしやすいと思います。また、講義や実
習ではきめ細やかな指導を受けることができます。毎日興味深い内容の授業を受け、同じ目標を持つ仲間と切
磋琢磨し、楽しい学生生活を送ることができます。
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歯科衛生士としての知識や技術を
学ぶだけでなく、人として成長できる！

専門科目一覧

授業科目 授業科目

◇教授

◇教授

◇准教授

◇准教授

◇講師

仲井　雪絵

吉田　直樹

長谷由紀子

野口　有紀

松原ちあき

小児歯科学

歯周治療学

歯科衛生過程

地域歯科保健論

障害者歯科保健介護論

森野　智子

山本　智美

鈴木　桂子

中村　和美

藤田美枝子

歯科保健指導論

歯科予防処置論

歯科診療補助論

歯科衛生総合演習

歯周疾患予防処置論

学科教員紹介

◇講師

◇講師

◇助教

◇助教

◇助教

●口腔病理学
●微生物学
●口腔微生物学
●薬理学
●歯科薬理学
●口腔衛生学Ⅰ
●口腔衛生学Ⅱ
●歯科衛生統計学
●衛生学・公衆衛生学
●歯科衛生行政学
●社会保険論

●歯科予防処置論
●齲蝕予防処置実習
●歯周疾患予防処置論
●歯周疾患予防処置実習Ⅰ

●歯周疾患予防処置実習Ⅱ 
●臨床歯科診査法 
●栄養学・歯科栄養学

●臨床歯科医学序論
●臨床検査法
●歯科保存学
●歯周治療学
●歯科補綴学

●小児歯科学
●口腔外科学
●歯科矯正学
●歯科放射線学
●臨床歯科医学特論

●歯科衛生学総論 ●歯科衛生倫理

専門基礎

教育科目

臨床歯科医学

歯科予防

処置論

歯科衛生士概論

●歯科材料学
●歯科材料学実習
●歯科診療補助論
●歯科診療補助・支援実習Ⅰ
●歯科診療補助・支援実習Ⅱ
●感染予防法

●救急処置法
●障害者歯科保健介護論
●口腔介護予防・
　リハビリテーション法
●障害者歯科保健介護実習

●社会福祉論
●臨床心理
●災害時歯科保健
●健康社会学
●介護概論・介護技術

●カウンセリング入門
●リハビリテーション
●歯科衛生総合演習Ⅰ
●歯科衛生総合演習Ⅱ

●臨地実習基礎
●臨地実習応用
●臨地実習Ⅰ

●臨地実習Ⅱ
●臨地実習Ⅲ

●医療福祉システム論
●人間関係と援助技術

●ホスピタルプレイⅠ（入門編）
●ホスピタルプレイⅡ（障がい児編）

●歯科保健指導論
●歯科保健指導実習
●地域歯科保健論
●地域歯科保健実習

●歯科衛生過程
●口腔保健管理学実習
●食生活指導演習Ⅰ
●食生活指導演習Ⅱ

歯科保健

指導論

歯科診療

補助論

選択必修科目

臨地実習

共通科目

●生理学
●解剖学
●組織発生学
●生化学
●口腔生理学
●口腔解剖学
●口腔発達学
●高齢者歯科学
●障害者歯科学
●病理学
●病態学

（主な担当科目）

麻生歯科クリニック（静岡市葵区）
安藤歯科クリニック（静岡市清水区）
いしかわ歯科（静岡市駿河区）
いぬい歯科医院（静岡市清水区）
Nデンタルオフィス・ホワイトエッセンス静岡（静岡市葵区）
大野歯科医院（静岡市清水区）
音羽歯科クリニック（静岡市葵区）
片山歯科クリニック（静岡市葵区）
神谷歯科クリニック（富士市）
このは歯科医院（静岡市葵区）
小松歯科クリニック（富士宮市）
静岡駅前歯科クリニック（静岡市葵区）
静岡市立静岡病院（静岡市葵区）
すずき歯科医院（島田市）

そのだ歯科・口腔外科クリニック（藤枝市）
ナカノ歯科医院（静岡市駿河区）
沼津歯科（沼津市）
はせがわ歯科（沼津市）
ハニー矯正歯科（浜松市中区）
藤枝市立総合病院（藤枝市）
フタバ歯科医院（静岡市葵区）
まきの歯科クリニック（伊豆の国市）
もりかわデンタルクリニック（静岡市葵区）
森本歯科クリニック（静岡市葵区）
わたなべ歯科クリニック（静岡市葵区）
山形県・東京都・神奈川県・長野県・愛知県・三重県などの歯科診療所
行政（過去３年）
松戸市（千葉県）

卒業生の就職先・進学先

活躍する卒業生たち

新潟大学 歯学部 口腔生命福祉学科（新潟県）

就職先
（令和３年度）

進学先
（過去３年）

県短在学中に口腔だけでなく、全身疾患や一般教養を学び知識や経験を得ることが出来まし
た。そして、それは現在の仕事に大いに活かされています。また、共に学んだ仲間とは現在も連
絡を取り合い、なんでも相談できるかけがえのない宝物となりました。
私は一般歯科に就職し、その後、結婚、妊娠出産、育休を経て、多くの方に支援してもらいなが
ら、現役の歯科衛生士として勤務しています。
歯科衛生士の仕事は、口腔を通して患者さんの健康観を高めることができる素晴らしい仕事で
あると日々感じます。そして、仕事を続けることで、自分らしく人生を楽しむことができると考えてい
ます。よりたくさんの方が歯科衛生士という仕事に興味を持って頂けたら嬉しいです。

医療法人社団 UG会 多田歯科医院 勤務
歯科衛生士

（2009年度卒）村上 彩乃さん

卒業生からのメッセージ

Message to you

歯科衛生学科 3年

（静岡県立清流館高校 出身）増田 侑耶さん
県短を志望した理由は、歯科衛生士としての専門的な知識や技

術だけでなく、幅広い教養科目は人として成長できると思ったから

です。また、オープンキャンパスで充実した設備と先輩達の生き生

きとした姿を見て、県短で学びたいと思いました。



歯科衛生学科の特色
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Department  of  Soc ia l  Work

社 会 福 祉専 攻
取得可能な資格 保育士資格、社会福祉士国家試験受験資格（卒業後2年間の実務経験が必要）、社会福祉主事任用資格修業年数 / 2 年

保育・福祉の感性豊かな専門家を育成します。

社会福祉専攻では、人間性豊かな保育士や社会福祉士（ソーシャルワーカー）を育成することを目指し、援助を必要とする人達が自
ら生きる勇気と意欲を持つことができるように支援するため、保育・相談援助の専門的な知識と技術を学びます。資格取得に必要な
専門科目だけでなく、教養科目や学科共通科目など幅広い選択・必修科目を開講しており、多様な福祉・保育ニーズに対応できる保
育士や社会福祉士の育成を目指しています。
保育士と社会福祉士のための実習は、2年間で10週間、保育所や福祉施設・相談援助機関で行います。卒業時に保育士資格を取得
でき、卒業後指定施設で相談援助業務を2年以上経験することで、社会福祉士国家試験受験資格が得られます。

社会福祉士とは・・・
社会福祉士とは、社会福祉に関する専門知識と技
術を持ち、身体的・精神的な障害、または環境上の
理由によって日常生活を営むうえで支障がある人
のさまざまな相談に応じ、福祉に関する助言、指導
などの援助を行う専門職です。

教養科目を履修するほか、社会福
祉士専門科目、保育士専門科目を
履修します。授業は、講義形式の
ほか、実践を見据えた演習形式の
ものもあります。１年生の終わり頃
には、学外実習として、６日間の
ソーシャルワーク実習と12日間の
保育実習があり、実践力を高めま
す。

主に専門科目について、講義や演
習でさらに学びを深めます。８月に
は再び18日間のソーシャルワーク
実習があり、相談援助の知識と技
術について、具体的かつ実際的に
理解し、実践的な技術などを体得
します。保育実習では、２つの実習
で計24日間、施設などで実習を行
い、実践力を高めます。

・基礎的な学力を有し、専門職（社会福祉士、保育士、介護福祉士）として社会に貢献したいという意欲がある人
・人や社会に関心をもち、インクルーシブな共生社会の実現にむけて積極的に取り組める人
・自ら考えて学ぶ意欲があり、多様な人々と連携・協働できる人
専門知識の修得に必要な学力を有し、社会福祉の基盤となる人間尊重の原理を根底に、幅広い領域で活躍できる専門職として、
論理的な思考力、的確な判断力、主体的な行動力、他者とのコミュニケーション能力、総合的な問題解決能力を身に付けられる人を求めています。

アドミッションポリシー 〈社会福祉学科は、次のような学生を求めています〉

授業内容の紹介

1年次 ２年次 登録

社会福祉士・保育士 を目指すあなたへ

社会福祉学科

保育士とは・・・
保育士とは、保育に関する専門知識と技術を持ち、保
育所・児童養護施設・知的障害児施設などの児童福
祉施設で、乳幼児・児童の保育および生活援助を行
う専門職です。併せて児童の保護者に対しても、保育
に関して指導と援助を行うことが求められています。

社会福祉学科 社会福祉専攻 ２年間の概要

卒業後 指定施設勤務
（相談援助業務など）2年間

社会福祉士国家試験

卒業後
社会福祉系大学3年編入

卒業時
社会福祉士国家試験

コースA

コースB

保育士
＊指定施設勤務（２年間）の保育士は
社会福祉士国家試験を受験できます。

社会福祉原論

人権や共生など社会福祉の
根底をなす原理・理念を基
に、社会福祉の制度・対象
者・歴史等の社会福祉の基
礎を学び、貧困や差別など現
代社会の問題について考え
ます。

実習指導
（ソーシャルワーク・保育）

実習指導は「全体指導」と
「個別指導」があり、実習に
行く前の準備、実習中の巡
回指導、実習後の振り返りを
少人数制教育のメリットを活
かしてきめ細かく行います。

子ども家族支援論

保育現場での具体的な事例
に基づくロールプレイを取り
入れ、グループ内で子ども、
保護者、保育士の役割を交
替しながら、子育て支援を実
践的に学びます。

保育内容の
理解と方法（音楽）
ピアノを習った経験がない学
生も少なくありませんが、授業
ではピアノ講師による個別指
導を受け、自由に使えるピア
ノ練習室で努力してみんな弾
けるようになります。



●今学んでいることはなんですか？
児童福祉・高齢者福祉・障がい者福祉・ソーシャルワークなど様々な生きづらさを抱える人々の生活や福祉の支
援に関することはもちろん、一般教養科目も楽しく学んでいます。授業を通して日々自己覚知していると思います。

●将来はどうなりたいですか？
福祉と保育の両方を学んだ経験を活かしながら地元静岡に貢献できる福祉の人材になりたいです。経験を生か
して、ゆくゆくは医療的ケア児にかかわるHPSになりたいです。

●県短で充実していることは？
先生方の手厚いサポートがあるため安心して授業や実習に臨めるところだと思います。ゼミ活動もとても充実し
ています。
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福祉だけでなく保育の視点からも、
幅広く学ぶことができる！

専門科目一覧

卒業生の主な就職先・進学先（過去3年）

活躍する卒業生たち

社会福祉学科 社会福祉専攻  2年

（星陵高等学校 出身）山本 怜奈さん
私は将来、病気や障害をもつ子どもたちを遊びを用いて援助する
ホスピタル・プレイ・スペシャリストになりたいと思っています。そのた
め、社会福祉学科、社会福祉専攻を志望しました。社会福祉専
攻は、社会福祉やソーシャルワークだけではなく保育士資格も取
得できます。とても幅広い視点から福祉について考えることができ
ることが魅力だと思います。　　

就職先

進学先

特別養護老人ホーム
晃の園（静岡市葵区）
静岡県済生会（静岡市駿河区）
丸子の里（静岡市駿河区）
羽衣の園（静岡市清水区）
介護老人保健施設
星のしずく（静岡市葵区）
ひろみ（富士市）
障害者支援施設
静岡手をつなぐ育成会（静岡市葵区）
静岡医療福祉センター成人部（静岡市駿河区）
あしたか太陽の丘（沼津市）
富士本学園（富士市）

大井川寮（焼津市）
浜松協働学舎根洗寮（浜松市北区）
四季の郷（浜松市西区）
児童養護施設
静岡ホーム（静岡市葵区）
和光寮（浜松市西区）
乳児院
静岡乳児院（静岡市葵区）
母子生活支援施設
千代田寮（静岡市葵区）
児童福祉施設
明光会（静岡市葵区） 
百花園児童発達支援センター「もも」（静岡市駿河区）

児童発達支援事業「いっぽ」（藤枝市）
こども発達センター「みなみめばえ」（御前崎市）
東遠学園（菊川市）
浜松市根洗学園（浜松市北区）
社会福祉協議会
静岡市社会福祉協議会
公務員（保育士）
富士宮市
公務員
静岡市役所
三島市役所
沼津市役所

日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉計画学科・福祉援助学科 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科
公立大学法人 都留文科大学 教養学部 地域社会学科公立大学法人 埼玉県立大学

授業科目 授業科目

●医療福祉システム論
●人間関係と援助技術

●福祉サービスの組織と経営
●老人福祉論
●障害者福祉論
●公的扶助論
●就労支援サービス
●権利擁護と成年後見制度
●司法福祉
●ソーシャルワーク実習指導
●ソーシャルワーク実習

●ホスピタルプレイⅠ（入門編）
●ホスピタルプレイⅠ（障がい児編）

●子どもの理解と援助
●子どもの保健
●子どもの食と栄養
●教育課程・保育計画論
●保育内容総論
●保育内容指導法（健康）
●保育内容指導法（人間関係）
●保育内容指導法（環境）
●保育内容指導法（言葉）
●保育内容指導法（表現）
●保育内容の理解と方法Ⅰ（言葉）
●保育内容の理解と方法Ⅰ（音楽）
●保育内容の理解と方法Ⅰ（造形）
●保育内容の理解と方法Ⅰ（身体）
●乳児保育Ⅰ
●乳児保育Ⅱ
●子どもの健康と安全

●子ども家庭福祉
●社会福祉原論Ⅰ
●社会福祉原論Ⅱ
●ソーシャルワーク論Ⅰ

●ソーシャルワーク論Ⅱ
●介護福祉論
●医学一般（基礎）

●社会保障論
●社会調査の基礎
●ソーシャルワーク論Ⅲ
●ソーシャルワーク論Ⅳ
●ソーシャルワーク演習Ⅰ
●ソーシャルワーク演習Ⅱ
●ソーシャルワーク演習Ⅲ
●地域福祉論
●福祉行財政と福祉計画

共通科目

社会福祉士
専門科目

社会福祉士・
保育士
共通科目

●特別な教育的ニーズの理解と支援
●社会的養護Ⅱ
●子育て支援
●保育実習Ⅰ
●保育実習指導Ⅰ
●保育実践演習・卒業研究
●臨床心理学
●障がいとコミュニケーション技法
●保育内容の理解と方法Ⅱ（言葉）
●保育内容の理解と方法Ⅱ（音楽）
●保育内容の理解と方法Ⅱ（造形）
●保育内容の理解と方法Ⅱ（身体）
●保育実習Ⅱ
●保育実習Ⅲ
●保育実習指導Ⅱ
●保育実習指導Ⅲ

保育士
専門科目

保育士
専門科目 総括科目 ●児童・家族福祉支援論 ●社会福祉演習

●保育原理
●子ども家庭支援論
●社会的養護Ⅰ

●保育者論
●保育の心理学
●子ども家庭支援の心理学

三田　英二

江原　勝幸

中澤　秀一

松平　千佳

佐々木将芳

加藤　恵美

臨床心理学

社会福祉原論

社会保障論

ソーシャルワーク論

子ども家庭福祉

保育者論

学科教員紹介
（主な担当科目）

◇教授

◇准教授

◇准教授

◇准教授

◇講師

◇助教

私は県短入学当初は保育士になりたいという思いがありましたが、実習を重ねるうちに保育士
よりも支援員の方が向いているのではないかと感じるようになりました。卒業後は事業所に就職
し、知的障がいのある方の支援をしながら介護福祉士を取得しました。現在は、静岡市社会福
祉協議会に勤めて１年目になります。ボランティア業務を担当し、“地域貢献をしたい”という思
いで活動されている方々のために調整や後方支援など、気持ちよくボランティア活動ができるよ
うな丁寧な支援を心掛けています。
県短生活では、授業や実習さらにボランティア活動を通して常に謙虚な気持ちで取り組み、
色々な経験や人との出会いを大切にすることを教わりました。
新たなステップにて課題や問題に直面することがありますが、何事も真摯に受け止め、邁進して
いきたいと思います。

社会福祉法人 静岡市社会福祉協議会
駿河区地域福祉推進センター 勤務  嘱託員

（2010年度卒）青野 英里佳さん

卒業生からのメッセージ
Message to you



歯科衛生学科の特色
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Department  of  Care Work

介 護 福 祉専 攻
取得可能な資格 介護福祉士国家試験受験資格、 社会福祉主事任用資格修業年数 / 2 年

人を暖かく包み込むような介護の専門家を育成します。

介護福祉専攻は、高齢者や障害のある人々が家庭や地域、施設において自立した生活ができるように援助を行い、介護に関する相
談援助もできる介護福祉士の育成を目指しています。
介護福祉士は生活を支える専門職であるため、介護に必要な専門知識と技術の修得を中核として、教養科目や社会福祉の基礎知
識を学ぶほか、特別養護老人ホームなどの施設において２年間に４５０時間の介護実習を行うなど、実践力を高めていくために多く
の体験機会が用意されています。
所定の単位を取得して卒業すると、介護福祉士国家試験受験資格が得られます。

教養科目を履修するほか、「人間と社会」「こころとからだのしくみ」
「介護」「医療的ケア」の４領域にわたる専門科目の講義や演習を履
修します。学外実習として、前期には通所施設で延べ７日間、後期に
は高齢者や障害者の施設で生活支援など12日間の実習を行い、実
践力を高めます。

主に専門科目についてさらに学びを深めます。入所施設で前期に23
日間、後期に18日間の学外実習があり、最終的には利用者一人を担
当して、介護計画の作成、実施後の評価と介護計画の修正といった
介護過程の一連の過程を展開し、実践力を習得します。　

・基礎的な学力を有し、専門職（社会福祉士、保育士、介護福祉士）として社会に貢献したいという意欲がある人
・人や社会に関心をもち、インクルーシブな共生社会の実現にむけて積極的に取り組める人
・自ら考えて学ぶ意欲があり、多様な人々と連携・協働できる人
専門知識の修得に必要な学力を有し、社会福祉の基盤となる人間尊重の原理を根底に、幅広い領域で活躍できる専門職として、
論理的な思考力、的確な判断力、主体的な行動力、他者とのコミュニケーション能力、総合的な問題解決能力を身に付けられる人を求めています。

アドミッションポリシー 〈社会福祉学科は、次のような学生を求めています〉

授業内容の紹介

介護福祉士国家試験（１月下旬）

1年次 ２年次

合格・免許申請・登録 介護福祉士

介護福祉士 を目指すあなたへ

社会福祉学科

社会福祉学科 介護福祉専攻 ２年間の概要

介護福祉士とは・・・
介護福祉士とは、介護福祉に関する専門知識と技術を持ち、高齢者や
障害があって日常生活を送るに当たって手助けが必要な人が家庭や施
設において自立した豊かな生活ができるように、入浴、排泄、食事などの
援助を直接行ったり、本人や介護する人たちに介護に関する指導を
行ったりする介護の総合的な専門職です。

障害とコミュニケー
ション技法
視覚・聴覚障害のある方の文
字・言語である「点字」と「手
話」の基礎を学び、生活のバリ
アを解消し、円滑なコミュニケー
ションをはかる知識、技術の習
得をします。

介護技術

講義と演習を組み合わせた授
業です。基礎・応用・発展介護
技術の３段階で構成され、あら
ゆる生活や介護場面に汎用で
きる介護技術の実践力を養い
ます。

福祉経営と
リーダーシップ
介護サービスの運営に必要な
組織の理解やリーダーシップ
手法を学び、介護職チームの
リーダーとして必要な、マネジメ
ント能力・行動力を高めます。
本学独自の専門科目です。

生活支援技術
（栄養と調理）

「栄養学」の基礎を学んだ後、
介護サービスに不可欠な食生
活支援技術の習得のための
調理実習を行います。グループ
で楽しく実習し、コミュニケー
ション能力の向上も図ります。



●今学んでいることはなんですか？
介護技術の授業では介護福祉士役と高齢者の役割に分かれて、介助の理論と方法を学んでいます。教科書の手
順書通りに行うのではなく、「なぜ」そのようにするのか、「どうして」行うのかを重視した学びになっています。コ
ロナの影響下であっても、感染対策を行いながら実技をしっかり学んでいます。

●将来はどうなりたいですか？
介護の専門知識と実習で培った実践力を活かし、利用者の思いや力をしっかりと把握しながら、利用者と向き合
える介護福祉士になりたいです。

●県短で充実していることは？
学生だけで取り組む授業も多いですが、同じくらいに先生からの手厚いサポートがあります。先生との距離が近
いためすぐに相談がしやすく安心して学校生活をおくれます。
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積極的な意見交換やグループワークで、
主体的に動く力を身につけられる！

専門科目一覧

活躍する卒業生たち

社会福祉学科 介護福祉専攻  2年

（静岡市立清水桜が丘高等学校 出身）岩井 瑞姫さん
介護福祉専攻を選択した理由は、オープンキャンパスの印象とし
て、主体性を持つ学生が多いなという印象を持ったことです。実
際、入学してみてグループワークでは１人ひとり違った視点を持
ち、積極的に意見交換をしながら学びを深めています。グループ
ワークを通じて介護福祉士に必要な連携・協調する力を身につけ
ることができます。

授業科目 授業科目

高木　　剛

奥田　都子

木林身江子

鈴木　俊文

濵口　　晋

安　　瓊伊

大石　桂子

介護福祉論

生活支援技術Ⅰ

身体のしくみ

福祉経営とリーダーシップ

コミュニケーション

介護実習指導

介護技術

学科教員紹介
（主な担当科目）

◇教授

◇准教授

◇准教授

◇准教授

◇講師

◇助教

◇助教

●医療福祉システム論
●人間関係と援助技術

●公的扶助
●福祉経営とリーダーシップ
●介護レクリエーションⅠ
●介護レクリエーションⅡ
●介護レクリエーションⅢ
●介護レクリエーションⅣ

●ホスピタルプレイⅠ（入門編）
●ホスピタルプレイⅡ
  （障がい児編）

●介護福祉論Ⅰ
●介護福祉論Ⅱ
●高齢者の生活の理解Ⅰ
●高齢者の生活の理解Ⅱ
●障害者の生活の理解Ⅱ
●介護リハビリテーション
●コミュニケーションⅠ
●コミュニケーションⅡ
●生活支援技術Ⅰ
●生活支援技術Ⅱ
●生活支援技術Ⅲ
●生活支援技術Ⅳ
●基礎介護技術

●身体のしくみⅠ
●身体のしくみⅡ
●身体のしくみⅢ
●心のしくみ
●障害者の
  生活の理解Ⅰ

●こころの障害
●認知症の理解Ⅰ
●認知症の理解Ⅱ
●発達と老化Ⅰ
●発達と老化Ⅱ

●社会福祉Ⅰ
●障害と
  コミュニケーション技法
●社会福祉Ⅱ
●社会保障論
●家族福祉論
●児童福祉論

共通科目

人間と社会

こころと

からだのしくみ

●応用介護技術
●発展介護技術
●介護過程Ａ
●介護過程Ｂ
●介護過程Ｃ
●介護過程Ｄ
●発展介護過程
●介護実習指導Ⅰ
●介護実習指導Ⅱ
●介護実習ⅠＡ
●介護実習ⅠＢ
●介護実習ⅡＡ
●介護実習ⅡＢ

介 護

医療的ケア

総括科目

●医療的ケアⅠ
●医療的ケアⅡ

●医療的ケアⅢ

●社会福祉演習 ●介護福祉演習

卒業生の主な就職先・進学先（過去3年）

埼玉県立大学 社会福祉子ども学科 社会福祉学専攻
東京医科歯科大学 歯学部 口腔保健学科 工学専攻

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 社会福祉学科
静岡市立看護専門学校

就職先

進学先

特別養護老人ホーム
小鹿なでしこ苑（静岡市駿河区）
なごみ（静岡市駿河区）
丸子の里（静岡市駿河区）
レジデンス花（静岡市清水区）
加島の郷（富士市）
ヴィラージュ富士（富士市）
高麓（焼津市）
愛華の郷（藤枝市）
かけがわ苑（掛川市）
グリーンヒルズ東山（浜松市）
介護老人保健施設

こみに（静岡市葵区）
ききょうの郷（富士市）
みゆきの苑（富士宮市）
ユニケア岡部（藤枝市）
有料老人ホーム
つどいのおか介護付き有料老人ホーム（静岡市葵区）
静岡鉄道株式会社 シニア事業部（静岡市葵区）
遠州鉄道株式会社 介護事業部ラクラス（浜松市）
グループホーム
愛の家グループホーム菊川（菊川市）
障害者支援施設
百花園宮前ロッヂ（静岡市清水区）

みずさわ（神奈川県）
豊橋市福祉事業会 豊橋ちぎり寮（愛知県）
社会福祉協議会
静岡市社会福祉協議会（静岡市）
病院
市立御前崎総合病院（御前崎市）
青梅慶友病院（東京都）
一般企業等
株式会社 ナナミ（静岡市駿河区）
榛原総合病院組合（牧之原市）
株式会社 キールスタッフィング（東京都）
株式会社 セブンアンドアイホールディングス（東京都）

私は、介護士の方が利用者に楽しく接して、安全に生活が送れるように介護している姿を見
て、介護福祉士になりたいと思い、今その仕事に就いています！
就職して一年間は覚えることが多く仕事をするだけで精一杯でしたが、現在は仕事にも慣れ心
にも余裕ができ、関わりが多く取れるようになりました。そして、自分が思い描いていた介護士に
なれるよう頑張っています。
自分は夢の実現のため、勉強と技術指導が充実している、県立短大を選び入学して、多くの
仲間と一緒に介護福祉士になれるように頑張りました。そこでの経験が今の自分に結びつき、
とても感謝しています。
これから入学を検討している皆さんへ、県立短大は基礎を一から学ぶことができ、学業以外で
も色々なサークルもある充実した環境です。夢が実現できるように頑張ってください！

介護老人保健施設  ユニケア岡部  勤務
ユニット介護職

（2018年度卒）山本　蒼さん

卒業生からのメッセージ

Message to you



歯科衛生学科の特色
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こども学 科
取得可能な資格修業年数 / 2 年

自ら学び続けることのできる保育のスペシャリストを育成します。

現在、社会の変化に伴い、保育や親の子育て支援に加えて、こどもの“生きる力”を育み伸ばす資質を持った保育者が求められています。
こども学科では、そのような多様化する教育・保育ニーズに応えるため、自ら学び続けることのできる保育者を育成していきます。
講義と演習では少人数でじっくりと保育者としての知識・技術を身に付け、実習を通して実践力を高めていきます。
所定の単位を取得して卒業すると、保育士資格・幼稚園教諭二種免許状・社会福祉主事任用資格が取得できます。

アドミッションポリシー 〈こども学科は、次のような学生を求めています〉

授業内容の紹介

授　業 実　習 特　徴

保育士・幼稚園教諭 を目指すあなたへ

こども学科 ２年間の概要

保育士資格、 幼稚園教諭二種免許状、 社会福祉主事任用資格

Department  of  Ch i ld  S tud ies

・保育への情熱と豊かな感性を持ち、専門性を身に付ける上で十分な基礎的学力を有する人
・子どもと、子どもを取り巻く環境に深く興味・関心を持ち、自ら学ぼうとする意欲の高い人
・周りの人々と協働しつつ社会に貢献しようとする思いを持つ人

専門知識の修得に必要な基礎的学力を有し、保育者として自ら学び続けていく力を理論的、実践的な学習を通して身に付けられる人を求めています。

※幼保連携型認定こども園・保育所型認定こども園。認定こども園で働く場合は、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要になります。

どんな勉強をするの？ いつ・どんな実習があるの？ 他にはどんな特徴があるの？

こどもや保護者の心を学ぶ
保育の心理学・保育相談援助など

保育の方法や内容を学ぶ
こどもの成長を促す環境構成や遊びなど

保育の技術を学ぶ
図画工作・音楽（歌・ピアノ）・言葉（読み聞か
せ）など

・１学年30人の少数精鋭のクラス構成で質の
高い授業が受けられます。

・保育演習室やピアノ練習室など多くの施設
を完備した充実した学習環境です。

・将来の就職に備えたカリキュラムを組み、一
流の教授陣による授業を開講しています。

1年生

2年生
５月～６月▶

８月▶

10月▶

教育（幼稚園）実習（３週間）
施設実習（乳児院・児童福祉施設・
障害児（者）施設など：12日間）
保育所実習または施設実習
（選択：12日間）

・年間を通して実習に関する事前・事後指導も丁寧に行います。

２月▶
３月▶

教育（幼稚園）実習（１週間）
保育所実習（12日間）

保育士とは・・・
保育士とは、保育に関する専門知識と技術を持ち、
保育所やこども園※、児童福祉施設などで、乳幼
児・児童の保育および生活援助を行う専門職です。
併せて保護者に対しても、保育に関する指導と援助
を行うことが求められています。

幼稚園教諭とは・・・
幼稚園やこども園※において、満三歳から小学校就
学までの幼児の心身の発達を助長し、その後の教育
の基礎を養う幼児教育の専門職です。保護者が抱え
ている育児不安など、よりよい子育てに対する相談援
助を行うことも求められています。

保育内容指導法（表現）

保育内容のひとつである「表現」の指導法と内
容について、理論と実践を往還させながら学び
ます。音楽表現と造形表現を総合的に取り入
れた「オリジナルシアター」や「オペレッタ」を制
作し公演することで実践力を高めていきます。

保育実習指導・教育実習指導

保育所、幼稚園などで実習を行うための事
前学習と事後学習を行います。実習の心構え
など実践的な内容を演習形式で学んだり、保
育者として働く先輩のお話を伺ったりします。

卒業研究

短期大学での学びの集大成として、各教員の
ゼミナールに分かれ、各自の興味関心により
設定したテーマについて研究します。各自の
テーマを論文としてまとめます。毎年２月頃に
成果を発表します。



●今学んでいることはなんですか？
こども学科なので、保育や子どもに関する基本的な知識を学んだり、ピアノや手遊びなどの専門的実践的な技術
を身に付けられます。これに加え、一般教養の講義も多くあります。知らなかったことや将来に活かせることなど
多くの発見や学びがあります。

●将来はどうなりたいですか？
卒業後は、子ども一人一人に寄り添えるような、あたたかい保育者になりたいと考えています。子どもたちに安心
して信頼してもらえる存在になれるよう、これからも学び続けていきたいです。

●県短で充実していることは？
環境がとても充実しています。ピアノ練習室は20室あり、自分の好きな時間に自由に利用することができます。
また、チューター制度があるため、先生方が親身に寄り添ってくださり、いつでも相談することができます。
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充実した環境とあたたかい雰囲気の中、
仲間と支え合い成長する日々です！

専門科目一覧

活躍する卒業生たち

こども学科 2年

（富士市立高校 出身）藤田 梨花さん
保育実習室やピアノ練習室などの設備が整っていること、少
人数のきめ細やかな教育を受けられるなど、充実した環境でよ
り深く学ぶことができると思い、県短を選びました。あたたかい
雰囲気の中で、仲間と支え合い成長しながら、楽しく日 を々過ご
しています。

卒業生の主な就職先・進学先（過去3年）

授業科目 授業科目

●医療福祉システム論
●人間関係と援助技術

●教育心理学
●保育原理

●ホスピタルプレイⅠ（入門編）
●ホスピタルプレイⅡ（障がい児編）

●保育内容の理解と方法Ⅰ（言葉）
●保育内容の理解と方法Ⅰ（音楽）
●保育内容の理解と方法Ⅰ（造形）

●保育内容の理解と方法Ⅰ（身体）
●保育の心理学
●子ども家庭支援の心理学

●子どもの理解と援助
●子どもの保健
●子どもの健康と安全

●教育課程・保育計画論
●保育内容総論
●保育内容指導法（健康）
●保育内容指導法（人間関係）
●保育内容指導法（環境）
●保育内容指導法（言葉）
●保育内容指導法（表現）
●子どもの健康

●子どもの環境
●子どもの表現Ａ
●子どもの表現Ｂ
●特別な教育的ニーズの理解と支援
●教育の方法と技術
●幼児理解
●乳児保育Ⅰ
●乳児保育Ⅱ

●教育原理
●幼児教育者論
●教育社会学

●生活

共通科目

保育の
基礎理論

保育の計画と
領域・指導法に
関する科目

●子どもの食と栄養
●子ども家庭支援論

●社会福祉原論Ⅰ
●子ども家庭福祉

●社会的養護Ⅰ
●社会的養護Ⅱ

●介護福祉論
●臨床心理学
●障がいとコミュニケーション技法
●保育内容の理解と方法Ⅱ（言葉）

●保育内容の理解と方法Ⅱ（音楽）
●保育内容の理解と方法Ⅱ（造形）
●保育内容の理解と方法Ⅱ（身体）

●教育実習
●教育実習指導
●保育実習Ⅰ
●保育実習指導Ⅰ
●保育実習Ⅱ

●保育実習Ⅲ
●保育実習指導Ⅱ
●保育実習指導Ⅲ
●保育・教職実践演習

●教育相談 ●子育て支援

●日本国憲法

●卒業研究

◇教授

◇教授

◇准教授

◇准教授

◇准教授

◇講師

◇助教

小林佐知子

永倉 みゆき

副島　里美

藤田　雅也

松浦　　崇

山本　　学

名倉　一美

保育の心理学

保育内容指導法（総論）

教育の方法と技術

保育内容の理解と方法Ⅰ（造形）

社会的養護

保育内容の理解と方法Ⅰ（音楽）

幼児理解

学科教員紹介
（主な担当科目）

幼小連携に
関する科目

保育の技術に
関する科目

保育の技術に
関する科目

相談と援助に
関する科目

福祉の課題に
関する科目

保育士
選択必修科目

教育・保育実践
に関する科目

教職教養科目

総括科目

就職先

進学先 日本社会事業大学 社会福祉学部　　　都留文科大学 教養学部 学校教育学科　　　九州産業大学 芸術学部

公務員（保育職）
静岡市　浜松市　沼津市　熱海市　富士宮市
伊東市　富士市　御殿場市　伊豆の国市
駿東郡長泉町　駿東郡小山町　榛原郡吉田町
磐田市　御前崎町　愛知県豊川市
私立園
（福）井宮北福祉会 いさみ保育園（静岡市葵区）
（福）静岡慈恵会 春日保育園（静岡市葵区）
（福）静岡福祉事業協会 千代田保育園（静岡市葵区）
（福）愛育会 小百合キンダーホーム（静岡市葵区）
（福）美和南福祉会 美和保育園（静岡市葵区）
（福）静岡福祉会 こぐま保育園（静岡市葵区）
（福）愛恵会 ほのぼの保育園（静岡市駿河区）
（福）静岡あらぐさ福祉会 つくしんぼ保育園（静岡市駿河区）
（福）聖母福祉会 清水聖母保育園（静岡市清水区）
（福）はなぞの会 マーガレット保育園（浜松市西区）
（福）天竜厚生会 子育てセンターしんぱら（浜松市浜北区）
（福）みんなの森福祉会 くすのき保育園（浜松市浜北区）
（福）福聚会 蓮沼保育園（富士市）

（福）光明福祉会 ひな保育園（富士市）
（福）静香会 このはな保育園（駿東郡長泉町）
（福）和田母子福祉会 さくら保育園（焼津市）
（福）染葉会 豊田みなみ保育園（磐田市）
（学）第三静岡学園 幼保連携型認定こども園
　　静岡学園幼稚園（静岡市駿河区）
（福）聖隷福祉事業団 幼保連携型認定こども園
　　聖隷こども園めぐみ（浜松市中区）
（学）認定こども園 沼津学園 第一幼稚園（沼津市）
（福）柿ノ木会 幼保連携型認定こども園
　　野中こども園（富士宮市）
（宗）法華寺 認定こども園 宮原学園（富士宮市）
（福）珀寿会 ふじキンダー学園（富士宮市）
（学）草分学園 認定こども園 曙幼稚園（富士市）
（学）田中学園 認定こども園 みのる幼稚園（富士市）
（福）聖隷福祉事業団 聖隷こども園こうのとり富丘（磐田市）
（学）勢至学園 横内幼稚園（静岡市葵区）
（学）静岡豊田学園 静岡豊田幼稚園（静岡市駿河区）
（学）江尻幼稚園（静岡市清水区）

（学）蒲学園 蒲幼稚園（浜松市東区）
（学）興福寺学園 花園幼稚園（浜松市西区）
（学）向坂学園 春の木幼稚園（沼津市）
（学）徳永学園 光長寺幼稚園（沼津市）
（学）篠木学園 桜ヶ丘幼稚園（三島市）
（学）鈴木学園 しらゆり幼稚園（三島市）
（学）宮っ子学園 富士宮北幼稚園（富士宮市）
（学）宮っ子学園 富士宮東幼稚園（富士宮市）
（学）遠藤学園 西ヶ丘幼稚園（富士宮市）
（学）野秋学園 エンゼル幼稚園（駿東郡長泉町）
（学）相愛会 焼津豊田幼稚園（焼津市）
（学）瀬戸谷学園 瀬戸谷幼稚園（藤枝市）
公務員（一般職）
島田市　航空自衛隊（山口県）
施設（保育職）
（福）エミリー 静岡乳児院（静岡市葵区）

「子どもが好き」という思いでこの仕事を目指し入学した県短。授業はもちろん、分からないこと
は調べたり質問したりして学びを深めていきました。特にピアノ練習室が充実していることや、
少人数のクラス構成で先生方との距離が近いことなどの学びやすい環境が、私の保育に対
する情熱を支えてくれました。夢が現実になった今、まだまだ分からないことばかりで新発見の
連続ですが、先輩たちの素敵な保育に学びながら、子どもとともに一歩ずつ成長できることに
喜びを感じている毎日です。やりがいを感じる場面はたくさんありますが、「先生！」と私を見つけ
ては毎朝駆け寄ってきてくれる子どもたちの笑顔が何よりのパワーになっています。これからも
日 を々誠実に、常に自分を磨きながら気づきを積み上げられる保育者でありたいと思います。

富士市立 第二保育園 勤務（当時）
保育士

（2017年度卒）加藤  彩さん

卒業生からのメッセージ
Message to you
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教養科目・学科共通科目

広い視野で物事を考え、深い教養を身に付けます。

大学の教育は、一般教育と専門教育の二本の柱によって組み立てられています。本学は開校以来一貫して、専門教育に力
を注ぐと同時に、一般教育を重要視してきました。本学における一般教育は、主体的判断力を持った自立的個人を育成する
ために、論理的思考・科学的観察力・批判的精神を培うことを目標としています。開講される科目は、「人間理解」・「人間と
現代社会」・「地域と生活」・「人間と自然環境」・「知の技法」・「健康とスポーツ」・「総合」の７つの群から構成されています。

人間あるいは人間存在のあり方という根本問題を探索考察し、人間の行為の原
則を解明することによって、人間性への理解を深め、生命の尊重と人間の尊厳
を理解する豊かな人間性をもった個の育成を目指します。

高度に成熟しつつある現代社会における、法律や政治、経済、国際関係のあり
方などを考察することによって、現代社会に対する理解を深め、時代の要請に的
確に対応できる判断力と実践力を備えた個の育成を目指します。

地域と生活の視点から、文化や社会、経済などを考察し、その発展に貢献するこ
とができる個の育成を目指します。

人とその生活を取り巻く物質、食物、生物、地球などといった環境を自然科学の
観点から学ぶことによって、人が環境にどのように関わってゆくべきかを考えるこ
とのできる個の育成を目指します。

英語力や情報処理能力を高め、在学中はもとより生涯にわたる学習を続けるた
めの基盤を養います。

現代生活における人の健康を考察するとともに、テニス、バトミントンなどのス
ポーツ実践を通じて健全な運動習慣を身に付け、生涯にわたって心身の健康を
保つことのできる個の育成を目指します。

複数の「群」にわたる内容を持つ科目が総合の視点から開講されます。

教養科目

静岡県立大学短期大学部は、保健・医療・福祉・教育系専門職の養成機関です。複数の専門学科があることで、専門科目に
おいて学科教員間の連携講義が行われています。学科共通科目もその一つです。「医療福祉システム論」「人間関係と援助
技術」「ホスピタルプレイI（入門編）」といった科目が、どの学科の学生でも履修することができます。

学科共通科目

現代と哲学、生命と倫理、
言語と表現、音楽通論 など

生活と法、現代社会学、
国際関係論、情報と生活 など

地域文化論、日本経済論、
地域社会論　

生活の化学、生物学、
地球環境論、食生活と環境 など

英語、実用英会話、
データサイエンス入門、
情報処理演習 など

健康科学論、体育実技

人間理解

人間と現代社会

地域と生活

人間と自然環境

知の技法

健康とスポーツ

総　合

群 科　目　例編　成　方　針

◇教授

◇教授

◇講師

鶴橋　俊宏

林　　恵嗣

有元　志保

言語と表現

体育実技

英語

教員紹介
（主な担当科目）

上田　一紀

高田　佳輔

◇講師

◇講師

情報処理演習

データサイエンス入門

楽しく充実したキャンパスライフを送るためには、健康が第一です。しかし長い時間の専門的な授業や高校までにはなかった演習や実
習、これまでとは違って自宅から離れた慣れない生活などのために、身体的・精神的に負担がかかることがよくありますし、体調を崩したと
きの相談相手が身近にいないこともあります。
本学では、健康支援センターや各種相談担当の看護師、臨床心理士などが、身体的・精神的に皆さんをサポートします。安心して学生生
活をお過ごしください。そして何かあったときには遠慮なくご相談ください。

原則として週２回、学生相談室が開
かれています。友人や家族など対人
関係の悩み、無気力、うつ気分、自
分の性格などの心の悩み、学業に
係る悩みなど、臨床心理士が皆さん
のお話を伺い、解決のお手伝いをし
ます。悩みごとや困っていることを相
談してみませんか。詳しくは保健室に
お問い合わせください。

健康支援センター（小鹿キャンパス）

健康器具を設置していて、誰でも自由
に使うことができます。運動不足解消
やダイエットにどうぞ。

健康支援センターには、看護師が常駐しています。健康診断に基づく健康アドバイスや指導を行うほか、日常のけがへの応急措置や
対応、病気や身体的な悩みへの相談も受け付けています。

健康支援

学生生活全般にわたって総合的な支援を行っています。

学生相談室

障害学生支援室

保健室

健康づくりコーナー

障害や慢性疾患のために修学に際して特別な配慮を希望する学生に対し、各学
部・各部署と連携して支援の提供を行っております。お気軽にご相談ください。
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キャリア支援・就職サポート

夢に向かってがんばる人を強力にサポートします。
「役割実験」という言葉を知っていますか？本学は、全ての学科で資格取得
のための実習があります。「役割実験」とは、将来就きたい仕事を報酬なしで
試させてもらうことを意味しています。まさに実習は「役割実験」なのです。い
ろいろな実習先で経験したことから自分の適性を判断し、その集大成として、
今度は「実験」ではなく、本番の就職先を探すことになります。
キャリア支援センターでは、就職説明会をはじめ、各種事業で皆さんのキャリ
ア支援を行っています。事務・図書館棟3
階にキャリア支援センターはあります。専
門分野の就職情報だけでなく、一般企業
の就職情報も扱っています。就職支援の

ための相談活動も定期的に外部講師（有資格者）を招き、行います。ぜひ、活用して「良き人生」の第
一歩を踏み出して下さい。

内　容月

4月

5月

6月

7月
8月

9月

11月

1月

12月

2月

3月
通年

年間スケジュール

社会福祉学科 こども学科歯科衛生学科

３

２

２

２

２

２ ２

３

３

３

２

３２

３２

1

1 1

1

1 1

11 1

1 1

２

２

1

1 1

1 1

1 1

・・・1年生対象学年 ・・・2年生 ・・・3年生 ・・・全学年３２1 全

２ ２

全 全 全

全

全 全

全

全 全

全 全

全 全 全

全 全 全

全 全

全 全 全

全 全

全 全 全

全 全

対　象

県内就職

県外就職

社会福祉専攻 介護福祉専攻
40
40
40
30
2
3
5
40

38

2

22
15
14
12

2

1

13
1
13

2
5

29
23
23
16
4
2
1

20
3
6
16

1
3
3

29
28
28
24
1

3

12
10
3

3

7
13
8
1

（単位：人）

歯科衛生学科区　分
社会福祉学科

こども学科

120
106
105
82
7
7
9
40
13
10
3
20
19
45
36
15
9
6
8

合　計

県内出身者
県外出身者
県内出身者
県外出身者
歯科衛生士
保育士
保育教諭
幼稚園教諭
介護福祉士
その他
医療

社会福祉
公務
その他

卒業者数
就職希望者
就職決定者

業　種

職　種

進　学
その他

社会福祉学科・こども学科キャリアプログラム

キャリアガイダンス
これから社会人になるに向けて、今何をするべ
きか、社会人に求められるマナーとは、職場選び
のポイント、就職活動における情報収集、等をご
紹介します。

就活メイクアップ講座 ビジネスマナー講座

第一印象が大切な就職活動。好感のもてる好
印象メイクについて学びましょう。

これから実習や就活をはじめる方や、もうすぐ社
会人になる方に、社会人としての身だしなみや言
葉づかいなどを身につける講座を開催します。

就職準備・オリエンテーション
これから就職活動、進学活動に取り組む学生の
みなさんが、働く上での基本的なルール「労働
法」について学びます。

卒業生による
就職・進学ガイダンス
社会で活躍する卒業生の先輩から、
就職・進学活動の体験談や助言、施設
の紹介や勤務状況等の講話をいただ
きます。

2年生による就職・進学ガイダンス
就職や進学で進路を決めた先輩から、就活の進め方や就職先の選び方の
アドバイスを聞き、みなさんの進路選びに役立てていきます。

キャリアガイダンス
キャリアガイドブックに添って、卒業後の目標に向けて、今何をするべ
きか、今後の流れを紹介していきます。

歯科衛生学科キャリアプログラム

卒業生の進路（2022年3月31日現在）

全学科対象キャリアプログラム

３２

就職オリエンテーション
これから進路を決めていくために必要な心構えや、就職活動におけるマ
ナーについて学びます。

３

卒業生による
就職・進学ガイダンス
専門職業人として社会で活躍する先
輩歯科衛生士の活動を知ることによ
り、今後の就職活動や自己の将来につ
いて考える機会としています。

３

歯科合同就職WEB説明会
静岡県内の歯科医院のお話を伺うことで、学生が積極的に知識を高め、
見解を広めることを目的に歯科合同就職WEB説明会を開催します。

３２

1

1

全 全 全

２

キャリアガイダンス（就活と受験の違い、社会人になるために）
新卒応援ハローワーク出張セミナー
キャリアガイダンス（就活の進め方、自己分析、職場選びのポイント等、ガイドブックで説明）
ワークルール基礎講座
福祉の仕事ガイダンス（福祉人材センター）
就職オリエンテーション
公務員対策・地方初級型模擬試験
卒業生による就職・進学ガイダンス
公務員対策・国家一般職型模擬試験
保育士（公務員）公開模擬試験
卒業生による就職・進学ガイダンス
福祉の就職＆進学フェア　保育のお仕事応援フェア（福祉人材センター主催）
公務員対策・地方初級型模擬試験
歯科合同就職WEB説明会
公務員試験対策ガイダンス
キャリアガイダンス（就活の進め方、自己分析、職場選びのポイント等、ガイドブックで説明）
リカレント教育講座
実習前ビジネスマナー講座
公務員試験対策講座
保育のお仕事応援フェア
実習前ビジネスマナー講座
公務員対策・チャレンジスタート模擬試験
２年生による就職・進学ガイダンス
福祉のお仕事相談会（福祉人材センター主催）
公務員ガイダンス

福祉の就職フェア（福祉人材センター主催）
福祉のお仕事説明会
外部職員による出張個別相談

年間スケジュールは変更になる可能性があります。

２ ２

※キャリアプログラムは変更になる可能性があります。



グラウンド

クラブ室

教育棟

テニスコート

体育館

講堂

池

事務・図書館棟

静岡県立大学 看護学部棟
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キャンパス紹介 充実の施設と緑豊かなキャンパスは、 あなたの未来や夢へのステージです。

図書館は、皆さんの学習・研究をサポートする施設です。図書、雑
誌、AV資料のほか、専門分野の情報を探すためのデータベースも提
供しています。

●図書／蔵書は約10万冊。保健・医療・福祉・教育関係の専門書
や一般教養書があります。県立大学（草薙キャンパス）の蔵書（約41万

冊）を取り寄せて利用することもできます。
●雑誌／約200タイトルを受入しています。県立大学が購読している
電子ジャーナル約9,000タイトルのほとんども、学内LANを通じて利
用できます。
●AV資料／約2,000タイトルの専門分野の映像資料が館内のAVラ
イブラリーで視聴できます。

所蔵資料の利用

図書館は、授業が終わった後や学外実習中でも利用できるように、
平日は夜間まで開館しており、土曜日にも開館しています。

明るく開放感のある閲覧室には、試験勉強やレポート作成に最適な
約100席の閲覧席が用意されています。このほかにも、ディスカッショ
ンのできるグループ閲覧室や、一人で落ち着いて学習したいときに
最適なキャレル（個室）、DVD、ビデオ、CDなどが視聴できるAVライ
ブラリーがあります。

開館時間 平日／9：00～20：45、土曜日／9：00～17：00用途に応じたさまざまな閲覧席

皆さんの学習・研究活動をサポートします

学外実習中も利用OK。夜間や土曜日も開館

附属図書館（事務・図書館棟 ２F）

情報処理教室〈1F〉

教育棟

ピアノ練習室〈３F〉 介護実習室〈３F〉 歯科臨床基礎実習室〈２F〉

講堂講堂講堂講堂

食堂〈事務・図書館棟1F〉

体育館 グラウンド

大教室
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����������� 年間スケジュール＆クラブ活動

●歯科衛生士
　  国家試験
●学位記授与式
●春期休業

県短生の１年間をご紹介！
たくさんのイベントと、たくさんの仲間と、
充実したキャンパスライフを送ってください。

●スポーツサークル ●茶道部

県短では、現在「スポーツサークル」と「茶道部」が活動してい
ます。

01  クラブ＆サークル活動
静岡県立大学短期大学部は、2014年３月に韓国の
大邱保健大学と大学間交流協定を締結し、2014年
度から同大学に学生を派遣しています。同校は１９７２
年に設立され、歯科衛生学科、社会福祉学科、幼児
教育学科などからなる、短期大学部と同様の学科を有
する保健系の大学として韓国では有数の私立大学で
す。2019年度は9月に本学の学生2名を同大学に約
2週間派遣し、同大学から学生2名を受け入れました。

留学生の声
・韓国と日本を比較すると、韓国は日本よりも矯正のような
歯科医療に関心が高く、高齢者に対する歯科医療は日本
の方が進んでいるように感じた。
・韓国語や文化をたくさん感じることができた。
・異文化コミュニケーションが体験できた。

02  大邱保健大学（韓国）との交流
テグ

毎年１１月の上旬に２日間にわたって開催される県短の大学祭。各学科
の学びや活動をクイズ形式や体験コーナーなどで工夫して公開する「学
科展示」やクラブ・サークルによる「模擬店」、「スタンプラリー」などの楽し
いイベントがあり、大人からお子さままで楽しめる橘花祭です。
（令和２・３年度は新型コロナウィルス感染防止のため中止）

03  大学祭 「橘花祭」　
たち  ばな  さい

●入学式
●前期授業開始
●開学記念行事
  （新入生歓迎
    スポーツ大会）

●後期授業開始
●防災訓練

●橘花祭 ●クリスマス
　イベント
●冬期休業

●後期授業再開
●特別講義
●介護福祉士
   国家試験

●集中講義・補講・
　後期試験

●集中講義・補講・
　前期試験
●夏期休業
●オープン
   キャンパスmin i

●大邱保健大学
   （韓国）海外研修
●前期試験
●集中講義・補講

●オープン
   キャンパス

� � � � � � �� �� �� � � �月 月 月 月 月 月 月 月 月 月月 月
����� ��� ���� ���� ������ ��������� ������
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入試情報

○「県内の者」とは、本人または配偶者もしくは一親等の親族が、一次手続きを行う日の属する月の初日において引き続き一年以上静岡県に住所を有している者をいいます。
○上記の納入金のほか、在学中に、教科書代が60,000円～110,000円程度必要となります。また、別途歯科衛生学科の被服費・実習材料費が160,000円程度、社会福祉学科およびこど
　も学科の学外実習経費が50,000～100,000円程度必要となります。
○金額は変更する場合があります。

（注１）支給額算定基準額＝課税標準額×６％－（調整控除額＋調整額）
（注2）国の修学支援制度による授業料減免を希望される方は、併せて日本学生支援機構の給付型奨学金にも申請してください。
（注3）一度減免が認められても、その後の所得状況や学業の成績状況により、減免区分が変更される、または支援が受けられなくなる可能性がありますので御注意ください。
（注4）すでに高校在籍時に日本学生支援機構給付型奨学金の手続きをした場合には、本学合格後採用候補決定通知の写しを提出していただきます。
（注5）上記授業料減免額については、今後変更される可能性もありますので御了承ください。

（注１）支給額算定基準額＝課税標準額×６％－（調整控除額＋調整額）
（注２）生活保護世帯（扶助の種類を問いません）を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設などから進学する人は、上表のカッコ内の金額となります。

注）学校推薦型選抜は静岡県内の高等学校卒業見込み者のみ出願可能ですが、社会福祉学科介護福祉については静岡県外の高等学校卒業見込み者の出願が可能です。
　 （県外の高等学校卒業見込み者の募集人員は10人以内）

令和5年度入学者の募集人員（予定）

令和5年度入学者選抜の日程（予定）

社会福祉専攻

介護福祉専攻

○出願期限はいずれも午後５時必着です。　○試験科目等はホームページ等でご確認ください。　※1 荒天の場合の予備日は１０月２3日（日）です。　※2 荒天の場合の予備日は１１月２7日（日）です。

令和4年度入学者選抜の結果

入学料・授業料など（令和4年度）

諸　費

私費外国人留学生

ー

若干名

若干名

ー

社会人

若干名

若干名

若干名

若干名

学校推薦型選抜

15人程度

10人程度

20人程度

15人程度

一般選抜
特別選抜

40人

20人

50人

30人

3年

2年

2年

2年

入学定員修業年限

募集人員

学科（専攻）

歯科衛生学科

こども学科

社会福祉学科

総合型選抜

学校推薦型選抜

社会人特別選抜

私費外国人留学生特別選抜

一般選抜

9月29日（木）～１０月5日（水）

11月4日（金）～11月１0日（木）

11月4日（金）～11月１0日（木）

11月4日（金）～11月１0日（木）

1月23日（月）～2月3日（金）

１０月２2日（土）※1

11月26日（土）※2

11月26日（土）※2

11月26日（土）※2

大学入学共通テスト利用
（個別学力試験課さず）

１１月2日（水）

12月8日（木）

12月8日（木）

12月8日（木）

2月28日（火）

出願期間区分

区分

（単位：人）

39

16

18

33

106

0

1

3

0

4

8

1

3

1

13

31

16

18

32

97

73

30

43

44

190

39

17

21

33

110

92

34

45

74

245

40

２0

50

３0

140

入学者合格者志願者募集人員
入学者内訳

合　計

県内の者 県外の者 県内の者 県外の者

390,000

13,500

49,000

12,400

10,000

9,482

390,000

9,000

38,000

8,500

10,000

9,482

568,982 704,282 549,582 684,882

84,600 219,900 84,600 219,900

（単位：円）

歯科衛生学科 社会福祉学科

県内の者 県外の者

390,000

9,000

38,000

8,500

10,000

9,482

549,582 684,882

84,600 219,900

こども学科

損害・賠償保険

後援会費

学生会費

同窓会費

抗体検査

入学料

授業料（年額）

初年度納入金額計

社会福祉専攻

介護福祉専攻

学科（専攻）

歯科衛生学科

こども学科

社会福祉学科

15人

10人

20人

10人

総合型選抜

10人程度

－

10人程度

5人程度

合格発表日試験日

女子男子県外県内

貸付の初回に入学準備金、最終回に就職準備金として、それぞれ20万円を加算
県内の対象施設で介護等の業務に5年以上従事した場合は全額返還免除

○貸与型奨学金

○給付型奨学金

経済的理由で修学が困難な学生に対し、選考の上、修学資金が貸与されます。

高等教育の修学支援制度に基づく給付型奨学金です。

（単位：円）

２0,000
～45,000

２0,000
～51,000

日本学生
支援機構
奨学金

第一種

種　別

第二種

自宅通学者

自宅外通学者

右の金額の
中から選択

（１万円単位）

静岡県社会福祉協議会
介護福祉士修学資金

静岡県社会福祉協議会
保育士修学資金

50,000

対象学科・専攻

全学科

全学科

社会福祉学科
介護福祉専攻

貸付の初回に入学準備金、最終回に就職準備金として、それぞれ20万円を加算
県内の対象施設で児童の保護等に5年以上従事した場合は全額返還免除

50,000
社会福祉学科
社会福祉専攻、
こども学科

備　考

○日本学生支援機構奨学金は貸与月額欄から選択。このほか出身県・市などで奨学生を募集している場合もあります。

※給付型奨学金を受給している場合、第一種の貸与を受けられない場合があります。

無利子貸与、卒業後10～12年程度で返還
学力基準（高等学校2・3年生の成績3.5以上）あり

有利子貸与（年利3％以内）、卒業後9～16年程度で返還
在学中に金額の変更が可能

貸与月額

２0,000～
120,000

授業料等減免

奨学金

授業料

入学料

種　別 基  準 減免後の額区  分

本人と生計維持者の市区町村民税所得割が非課税であること。 全額免除

前期・後期各65,000円
（年間130,000円）

前期・後期各130,000円
（年間260,000円）

県内：   全額免除
県外：  50,700円

県内：  28,200円
県外：107,100円

県内：  56,400円
県外：163,500円

本人と生計維持者の支給額算定基準額（注１）の合計が100円以上25,600
円未満であること。

本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円
未満であること。

本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。

本人と生計維持者の支給額算定基準額（注１）の合計が100円以上25,600
円未満であること。

本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円
未満であること。

第Ⅰ区 分

第Ⅱ区 分

第Ⅲ区 分

第Ⅰ区 分

第Ⅱ区 分

第Ⅲ区 分

種　別 基  準
給付型奨学金

本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること。 66,700円

44,500円

22,300円

29,200円
（33,300円）

19,500円
（22,200円）

9,800円
（11,100円）

本人と生計維持者の支給額算定基準額（注１）の合計が100円以上25,600
円未満であること。

本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円
未満であること。

第Ⅰ区 分

第Ⅱ区 分

第Ⅲ区 分

自宅通学 自宅外通学

日本学生支援機構給付奨学金の認定を受けた方が対象となります。
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歯科衛生学科
歯科衛生学科では、ディプロマ・ポリシーに基づき、教養科目及び専門科目を系統的かつ段階的に学べるよう、次のとおりカリキュラムを編成しています。
１. 教養科目「人間と社会生活の理解」「科学的思考の基礎」、専門科目「専門基礎教育科目」「専門教育科目」の基本的枠組みにより、歯科衛生に関する知識と 
　 技術を基礎から応用まで段階的に学び、相談援助関連の科目を配置し、歯科衛生が実践できるコミュニケーション能力を育成する。
２. 教養科目「科学的思考の基礎」の学びを基礎に、「専門基礎科目」に歯科衛生統計学を配置し、「専門教育科目」での実習及び臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を通
　 して、論理的視点を培う。
３. 問題解決型授業や演習などを組み込んだ科目及び臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修をとおして、人々の健康における諸問題を発見、分析し、解決へとつなげる力を養う。
４. 社会保障、保健医療福祉サービス関連科目及び臨地実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を通して、歯科衛生士の役割と責務を自覚し、的確にそれを遂行することができる能力を養う。
５. 健康科学、社会福祉、介護福祉及び生命倫理関連科目の履修を通して、専門職業人としての良識と倫理観を養い、他職種と協働、連携ができる能力を醸成する。
６. 教養科目「人間と社会生活の理解」の学びを基礎に、歯科衛生に関する科目に加え、隣接医学、食生活、歯科受療支援関連の科目を展開し、健康を多面的
　 にとらえ、対象者の生活環境や全身の健康状態などを総合的に把握して、適切に対応できる幅広い知識を養う。

１年次には、教養科目、専門基礎教育科目、専門職業人としての役割を理解するための科目、２年次には、専門科目の講義と学内実習科目、他科と連携した科目
等を段階的に学び、３年次には、多様な学外実習を行いながら高齢者や障害のある方への支援の方法を更に深く学べるように編成しています。
学修成果の評価方法は、各科目の到達目標に対応して行います。

社会福祉学科
社会福祉学科では、ディプロマ・ポリシーに基づき、教養科目及び専門科目を系統的かつ段階的に学べるよう、次のとおりカリキュラムを編成しています。
〈社会福祉専攻〉
１. 教養科目では、「人間理解」「人間と現代社会」「地域と生活」「健康とスポーツ」「総合」の群により、問題解決力と論理的思考力を養う。「人間と自然環境」
　 「知の技法」では、コミュニケーション・スキルや数量的スキル及び情報リテラシーの能力を養う。

静岡県立大学短期大学部  学則  第１条（目的）
本学は、一般教育を重んじ、これと密接な関連を保ちつつ、深く専門の学芸を教授研究し、実際的な応用能力の展開を図り、時代の
要請と地域社会の要望にこたえうる有為な人材を育成することを目的とする。

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）

人生100年時代を迎えて、70年の歴史の中で、地域に貢献しつ

つ、多くの人財を世に送り出してきた短期大学です。

子どもを守り育てることに注力し、自ら学び続けることのできる保育者

が育つこども学科。人が社会で暮らしやすい生活を支える専門家

が育つ社会福祉学科（社会福祉専攻、介護福祉専攻）。すべて

の人の健康を支える専門家、歯科衛生士を育成する歯科衛生

学科。これら3学科の教育研究集団は、静岡県が目指す「健康

長寿」の延伸を下支えする優れた教育研究実績があります。

いずれの学科も、人が生まれ、人が学び、人が働き、人生を愉し

み、生涯を終えるまで、かならず重要な関わりを持つ分野です。

平均寿命がいかに延びても、健康で元気に活動できて、人生を楽

しまなければなりません。そのため生涯健康を保ち、生涯学習を繰り

返しながら学習歴を更新する、そのような力を身につけるよう、この

短期大学部で精一杯すごしてみませんか？

２. 社会福祉の基礎となる科目では、社会福祉制度の仕組みを理解し、人間の価値や尊厳・福祉観の形成及び倫理観と自己管理力を培う。
３. 社会福祉士養成に関する科目では、利用者のニーズ把握と相談援助ができ、高度な社会福祉専門的知識と技術を有し、市民としての社会的責任を遂行する能力を養う。
４. 学科共通科目では、保健医療分野と連携しチームワーク、リーダーシップなど他者と協調・協働して行動できる能力と生涯学習力を養う。
５. 保育士養成に関する科目では、保育の本質、目的、内容及び方法について学び、多様な現代的ニーズに対応できるように、論理的思考力と創造的思考力を身につける。
６. 保育実践演習・卒業研究では、実習等を通じてこれまで獲得した知識、技能、態度を総合的に活用し、統合的な学習経験と自己管理力や生涯学習力を養う。

〈介護福祉専攻〉
１. 教養科目では、「人間理解」「人間と現代社会」「地域と生活」「人間と自然環境」「知の技法」「健康とスポーツ」の群により、社会に貢献する人材の基盤とな
　 る、豊かな人間性、倫理観、総合的判断力を養う。
２. 介護福祉論、認知症の理解、障害者の生活の理解等の科目に加え、基礎介護技術、生活支援技術、応用介護技術等を段階的に学ぶことで、利用者の生活 
　 を支える専門的知識・技術を身に付ける。
３. 人間関係と援助技術、介護実習等の科目を土台として、福祉経営とリーダーシップ等を学ぶことで、他者との連携・協働、目標達成に向けたマネジメントなど、チー
　 ムワークやリーダーシップに係る基礎的能力を養う。
４. 介護過程や基礎介護技術等を土台として、発展介護過程、発展介護技術等の学びをとおして、利用者の介護に係る論理的思考力や創造的思考力を身に付ける。
５. 介護実習をはじめ、他の専門科目での学びを総合的に活用することで、介護福祉の実践者として自身の行動を律するとともに、生涯にわたって学び続ける能力を養う。
１年次には、社会福祉の基礎的知識を学び、人々の暮らしの中の様々な生活課題について、論理的思考力やニーズ把握等に対応できる専門的な知識を学びま
す。２年次には、サービス利用者に対する支援の方法等について学びます。
学修成果の評価方法は、各科目の到達目標に対応して行います。

こども学科
こども学科では、ディプロマ・ポリシーに基づき、教養科目及び専門科目を系統的かつ段階的に学べるよう、次のとおりカリキュラムを編成しています。
１. 教養科目では、「人間の理解」「人間と現代社会」「地域と生活」「人間と自然環境」「知の技法」「健康とスポーツ」群からなる授業科目を通して基礎力を養い、
　 時代の要請と地域社会にこたえる保育を創り出す力を養う。
２. 保育の基礎理論、或いは現代的な課題に関する科目では、保育の意義と理念、子どもの心身の発達と学びの過程、保育の方法及び技術等を系統的かつ段
　 階的に学び、保育活動を創造、展開する能力を養う。
３. 保育の計画及び指導法に関する科目では、子ども理解に基づいた保育の立案や、保育内容の指導法を獲得することにより、子どもの実態に応じた教育・保
　 育活動を創り出すことのできる能力を養う。
４. 保育の技術に関する科目では、保育の表現技術を学び、子どもの表現について深く理解すると同時に、自らの表現技術を高め、実践力を育成する。
５. 相談と援助に関する科目では、相談・援助の理論と方法の知識を獲得することにより、他の保育者や保護者、更には地域の機関と協働する上で、調和を重ん
　 じながら進めることのできる知識や態度を養う。
６. 卒業研究では、主体的に課題を見つけて考察し、研究しようとする態度と力を養う。
１年次には、教養科目を通して保育の専門職に必要とされる教養を学び、専門科目では保育の専門職に必要とされる理論的基礎と実践的知識を修得し、２年次に
は１年次で学んだ内容を土台として、段階的、発展的に専門の学びを深められるように編成しています。１年次後期より、教育実習と保育実習が組み込まれ、講義
と演習で獲得した知識と技術を実践力に結びつける能力を養います。
学修成果の評価方法は、各科目の到達目標に対応して行います。

静岡県立大学短期大学部では、一般教育を重んじ、これと密接な関連を保ちつつ、深く専門の学芸を教授研究し、実際的な応用能力の展開を図り、時代の要請
と地域社会の要望にこたえうる有為な人材を育成することを目的としています。これを達成するために設定された教養科目及び専門科目を履修し、所定の単位を修
得した者は、卒業が認定されます。

歯科衛生学科
歯科衛生学科では、高度化する歯科保健医療に対応した専門的知識と技術を有し、他職種と協働して、歯科衛生の方法を用いて人々の生涯にわたる健康づくり
に貢献できる人間性豊かな専門職を育成することを目的としています。以下に示す力を身に付けるために編成された教育課程において学修し、所定の期間在学し
て卒業に必要な単位を修得した者は、短期大学士（歯科衛生学）の学位が授与されます。
　１. 歯科衛生に関する専門的知識、技術、コミュニケーション能力を有している。
　２. 論理的思考力と問題解決能力を備えている。
　３. 歯科衛生を実践する者としての役割と責務を自覚し、的確にそれを遂行することができる。
　４. 豊かな人間性と高い倫理観を有し、他職種と協働・連携することができる。
　５. 人々の健康づくりに貢献し、生涯学習に努めることができる。

社会福祉学科
社会福祉学科では、多様化する福祉ニーズに対応した専門的知識と技術を有し、福祉サービスを必要とする人々の自立と自己実現を支援できる人間性豊かな社
会福祉専門職を育成することを目的としています。以下に示す力を身に付けるために編成された教育課程において学修し、所定の条件を満たした上で単位を修得
した者は、卒業が認定され、短期大学士（社会福祉学）の学位が授与されます。
　１. 人に対して暖かい眼差しを持ち、あらゆる場面において人権を尊重し、行動することができる倫理観を有している。
　２. 地域社会の変化に関心を持ち、福祉の担い手として主体的に発展・向上させることができる専門的知識・技術を有している。
　３. サービス利用者の自立と自己実現を目指して、保健・医療分野と連携しチームワーク、リーダーシップなど他者と協調・協働できる能力を有している。
　４. 多様な福祉ニーズに対応できるような、論理的思考力や創造的思考力を有している。
　５. 専門職業人としての自己管理力や生涯学習能力を備えている。

こども学科
こども学科では、多様化する教育・保育ニーズに対応した高度な専門知識と実践能力に加え、社会人としての教養及び豊かな人間性を持ち、自ら学び続けることの
できる保育者を育成することを目的としています。以下に示す力を身に付けるために編成された教育課程において学修し、所定の条件を満たした上で単位を修得し
た者は、卒業が認定され、短期大学士（こども学）の学位が授与されます。
　１. 幅広い教養、専門的な知識・技術をもとに、教育・保育活動を主体的に創り出す力を有している。
　２. 子どもの発達や、様々な立場の子どもへの理解を土台にして、教育・保育活動を創造、展開する力を備えている。
　３. 自らの構想する教育・保育活動を、身体や言葉などで表現することができる保育実践力を有している。
　４. 他の保育者や保護者、さらには地域の機関と協働する上で、調和を重んじながら進めることのできる知識や態度を備えている。
　５. 主体的に課題を見つけて考察し、探求しようとする課題解決能力を備えている。

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針）

静岡県立大学
短期大学部 学長

尾 池 和夫
K a z u o  O i k e

「生涯健康、生涯学習
 －まなぶ、はたらく、たのしむ」



33  University of Shizuoka, Junior College University of Shizuoka, Junior College    34

社会人に開かれた大学
本学は、開学以来、“開かれた大学”を建学の１つの理念として掲げています。教育・研究の
成果を地域社会に還元するため、社会人の方々や地域の皆様を対象とした公開講座を企
画・開催するなど、社会人の皆様が学びやすい環境を整備しています。

社会人などの地域の皆様を、本学の正規の授業（公開科目）に聴講生として受け入れ、学生と一緒に学習してい
ただける制度があります。

県民に生涯学習の機会を提供し、地域の文化の向上に寄与することを目的として、日ごろの教育研究の成
果を地域社会に還元するために公開講座を年４講座開催しています。

特定の専門事項の研究を希望する方や、正規の授業科目を履修し単位取得を希望する方を受け入れる制度で
す。入学資格等の詳細については、各学科の方針により異なります。

社会人聴講生

公開講座

社会福祉学科では、社会福祉士の取得を目指す卒業生の皆様を対象に、社会福祉士国家試験に向けた対
策講座を開催しています。

社会人として実績を積み重ねている卒業生や一般の皆様に対し、知識や教養を深める機会として「リカレント教
育講座」を実施しています。

調査･研究のため、図書館資料の閲覧･複写や電子ジャーナル･視聴覚資料などの利用を希望する18歳以上
の方（高校生を除く）を対象に、所蔵資料を公開しています。

科目等履修生

社会福祉士国家試験
受験対策講座

リカレント教育講座

附属図書館一般開放

独自の取り組みと専門職普及を目指して

○HPSは、遊びを使って病気や障害を持つ子どもたちを支援する専門職です。
○本学では、全国で初となるHPS養成事業に着手し、遊びを使って病児を支援する教育・研究
活動を行っています。
○文部科学省GP（Good Practice）に採択された以下の二つの取り組みを推進してきました。
『社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム（平成１９年度～２１年度）』では、主に保
育士や看護師資格を有し、小児医療分野の現場で実践経験を持つ離退職者を対象にHPS
養成講座を実施しました。
『大学教育・学生支援推進事業（平成２１年度～２３年度）』では、HPSの専門性の確立・向
上および医療現場での専門職としての定着を目指し、体系的なHPS養成教育カリキュラムの
開発に取り組みました。（なお、この取り組みは、平成２４年度に実施された独立行政法人日本
学術振興会の調査の結果、特に優れており波及効果があると認められ、文部科学大臣に報
告されています。また、平成２５年度文部科学省の「大学における特色ある教育事例の把握な
どに関する調査研究」において全国４２大学の特色ある教育事例として選出されています。）
○「ホスピタルプレイ」は学科共通科目に設定されており、短期大学部の学生も学ぶことができ
ます。

○文部科学省の支援が終了した後も、社会人専門講座として「HPS養成講座」を継続していま
す。
○2015年７月、週末を中心に開講する「HPS養成週末講座」が新設されました。
○「HPS養成講座」修了生には、学校教育法および静岡県立大学短期大学部学則に基づく
履修証明書およびHPS資格認定書を交付します。2019年度末までに195名のHPSが誕生
しています。
○HPS養成講座については、文部科学省の職業実践力育成プログラム（BP）に認定されてい
ます。

お問い合わせ

HPS事務局
TEL：054-202-2652
E-mail：hps-japan@u-shizuoka-ken.ac.jp
U R L：http://bambi.u-shizuoka-ken.ac.jp/
　　　 hps_site/index.html

HPS　ホスピタル・プレイ・スペシャリスト
HPS Japan HPS Japan

Hospital Play Specialist

社会人専門講座「HPS養成講座」を開講

静岡県立大学短期大学部学生室

お問い合わせ

バス

電車

054-202-2610T E L FAX 054-202-2612
〒422-8021｠静岡市駿河区小鹿２丁目２-1  小鹿（おしか）キャンパス

https://oshika.u-shizuoka-ken.ac.jp/WEB

静岡鉄道「柚木駅」下車、徒歩20分。JR「東静岡駅」下車、徒歩20分。

静岡県立大学
短期大学部
イメージキャラクター
「しずタン」

しずてつジャストライン
●「JR静岡駅北口８番乗り場」から「美和大谷線（静岡大学または東大谷方面）」で
　「小鹿局前」下車徒歩3分
●「JR静岡駅南口21番乗り場」から「みなみ線（曲金経由）」で「小鹿局前」下車徒歩3分

▶歯科衛生学科
▶社会福祉学科
   社会福祉専攻 介護福祉専攻

▶こども学科

静岡県立大学短期大学部

※実施内容などに変更がある場合はホームページ上でお知らせします。
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入試相談会

詳しくは
こちらから▼

入試の説明や各学科の魅力を紹介します！
乞うご期待！

各学科の経験豊富な教員による模擬講義
を公開します！

����������� �����

橘花祭（大学祭）
も開催予定！

その他、学科ごとに個別相談会の実施を予定しています。

日本平久能山スマート I.C

至静岡 I.C

流通センター通り

南幹線

SBS通り

静岡県立大学
短期大学部

静岡駅 東静岡駅

テンジンヤ

グランシップ

済生会病院

新静岡駅 柚木駅

バス停（小鹿局前）




