
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（2019年度より科目名・内容に変更有り）

（2019年度より科目名・内容に変更有り）

1限 9：00〜10：30／2限 10：40〜12：10／3限 13：00〜14：30／4限 14：40〜16：10／5限 16：20〜17：50授業時間
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Campus Life Event Calendar

Club Activities

キャンパスライフ
イベントカレンダー

クラブ活動

住まい

●印のイベントは 
一般公開しています！

音楽大学と同じキャンパスならではの環境が、
洗足の魅力です。

1年生	岩瀬	ななみさん 緑ヶ丘女子高等学校卒業

2年生	坂東	優さん 神奈川県立港北高等学校卒業

Dr. Fish	
（FREE	STYLE/HIP	HOP	DANCE）

1年生	坂本	涼音さん
東京都立若葉総合高等学校卒業

児童文化部
2年生	石上	千尋さん
青稜高等学校卒業

常に音楽が身近にあるキャンパスライフを　　	
エンジョイしています。

中学2年生の時に保育体験をし、こどもと関わる中で共に成長していける保育
の仕事に就こうと思いました。洗足の魅力は、海外研修やミュージカルなど、
ここでしかできないカリキュラムがあること。音楽大学と同じキャンパスなら
ではの環境で、ピアノや幼児音楽などを深く学び、保育者としての引き出しが
どんどん増えています。

座学だけではなく、道具などを使って、自分自身がその「障がい」を体験することで、より
深い理解が得られる授業です。「障がい児」と一括りにはできない、一人ひとり個性あふれ
るこどもたち。彼らにどんな特長があり、どんな援助を必要としているのかを学び、私自
身の意識も大きく変わりました。

何よりダンスが好きなので、やはり「体育」系の授業です。踊ることをもっと上達させたい
ですし、身体を動かすことはとても楽しく、気分がリフレッシュします。また、「社会福祉」
も、興味深く学んでいます。障がいを持ったこどもとの関わり方を知り、さらに学びたい
と思っています。今後の進路を決める、決め手の一つにもなりました。

洗足こども短期大学で行われている様々なイベントや公演は、高校生の
皆さんももちろん来場可能です。保育の学びを実践している先輩たちの
姿をぜひ見に来てください！

洗足こども短期大学では、学生会館、学生マンション、アパート等各業者と提携してご案内しております。
本学の特典と合わせてご利用ください。（各資料はオープンキャンパスでも配布しています）

広くて開放的な、また四季で様々な表情を見せる学園内では、学生の過ごし方
やオススメポイントもそれぞれ。あなたに合ったキャンパスライフが、きっと
洗足こども短期大学で見つかります。

授業以外にも各クラブで幅広く活躍する先輩たちが多くいます。音大生
と一緒に活動するクラブもあるので、クラスや学年を超えて、将来につ
ながる多くの友人たちと交流しましょう！

高校1年生の時からこどもに空手を教えていて、成長を間近で見守ることの
喜びを知り、こども教育を学びたいと思いました。歌やダンスが好きな私に
とって、洗足を選んだ理由は、ピアノやミュージカルなど音楽に力を入れて
いること。入学前のオープンキャンパスには5回も足を運んだほどで、常に
音楽が身近にあるキャンパスライフをエンジョイしています。

風船のウサギや
可愛い帽子など、
造形の授業は

「作る楽しさ」で
いっぱい。

ミュージカルでの
ダンスシーンは

思いっきり
楽しみました。

週2回の
ヒップホップダンス

「Dr. Fish」の
仲間たちと。

授業が
空いた時間は、

友達と
二子玉川に

繰り出します。

学生の日常を少しだけご紹介！

月 火 水 木 金

1限 ピアノⅠ 幼児音楽Ⅰ 子どもの保健1 情報機器の操作

2限 保育原理Ⅰ 保育内容・健康 国語 造形表現Ⅰ 実習指導Ⅰ
（教育Ⅰ・保育Ⅰ）

3限 教育心理学 基礎表現 教育原理 保育内容・環境

4限 合唱1 英語
（外国語コミュニケーション）

体育
（乳幼児体育を含む） 社会福祉

5限 法学
（日本国憲法）

月 火 水 木 金

1限 健康・スポーツ 保育実習指導Ⅰ
（施設） 演技実習 実習指導

（教育Ⅲ・保育Ⅱ）

2限 カウンセリング論 幼児音楽Ⅱ

3限 教育課程論 相談援助 保育内容・造形的表現

4限 社会的養護 障害児保育Ⅱ ピアノⅡ 子どもの保健2

5限 クリスゼミ クラブ活動
（Dr. Fish）

クラブ活動
（Dr. Fish） ミュージカル

時間割例を 

ご紹介（前期）

時間割例を 

ご紹介（前期）

◦ 卒業式
◦ 卒業記念パーティ
◦ 春休み
◦ 海外幼児教育研修

●YOUKON
◦  入学前オリエン

テーション（1）

◦ 教育実習（1年）
●	学園祭（SGF）
◦「ぐりとぐら」公演

◦ 後期授業開始
◦ 保育所実習（2年）

◦ 前期授業終了◦ 附属幼稚園見学 
（1年）

◦ 後期授業終了
◦ 学年末試験
◦ 保育所実習（1年）
◦ 入学前オリエン

テーション（2）

●	冬の音楽祭	
FUYUON!

●	ウィンド・バンド	
コンサート

●	第九演奏会
◦ 冬休み◦創立記念日

◦ 前期末試験
◦ 夏休み
●	ミュージカル公演◦ 教育実習（2年）

◦ 入学式
◦ 健康診断
◦ 前期授業開始
◦ Welcome Party

提携業者 男女別 食事 洗足生への特典 特徴 連絡先

橘（たちばな）学生会館 女子専用有 有 特別割引あり、寝具プレゼント 管理人が住み込み・こだわりの食（有機JAS米使用など） 0120-014-368

共立メンテナンス 女子専用有 一部有 無 管理人が住み込み・家具家電付き・イベント多数あり 0120-88-1030

UniLife（ユニライフ） 女子専用有 一部有 大学で配布のパンフレット持参で仲介手数料20％ OFF 大学通学徒歩圏内・家具付き・学生マンションもあり 0120-975-334

伊藤忠	
アーバンコミュニティ 女子専用有 一部有 先着10名入館費10万円引き（溝の口） 大学まで徒歩14分（溝の口）・管理人常駐・家具付き、 

Wi-Fi無料 0120-936-799

ドミナント	
（河合楽器洗足学園購買店） 女子専用有 無 紹介不動産会社による 自室での楽器練習等が可能な部屋も紹介可 044-865-5024

● 児童文化部
◦ 陶芸部　◦ 書道部
◦ジャズビッグバンド：
　Jazz Brass Gumbo
　しわしわーず
　Swingin’ Express!!
◦ おはなしコンチェルト 

〜たんぽぽの会〜
◦ コール ファンタジア
◦ 和太鼓部
◦ シンセサイザー研究会

文化系クラブ 体育会系クラブ

◦ 水泳部
◦ フレッシャーズ
　クラブ（ヨガ）
● Dr. Fish（ダンス）
◦ スカッシュ部
◦ サッカー部
◦ バスケットボール部

造形専門の講師から、 
おもちゃの作り方や 
音楽に合わせた劇を 
教えてもらいました。

Dr. Fish（ダンス）には
音大生も入っているので、

交流が盛んです。
皆で楽しく仲良く
活動しています！

キャンパス紹介●

8月：ミュージカル公演

12月：冬の音楽祭 FUYUON!
12月：ウィンド・バンドコンサート

1月：YOUKON（幼児教育保育科コンサート）

12月：第九演奏会
11月：「ぐりとぐら」公演11月：学園祭（SGF）

好きな科目

好きな科目

障害児保育

体育、社会福祉




