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10:00 〜15:30

時間が重ならないセミナーはいくつでも受講可能です。セミナーは定員になり次第締め切ります。 予約制/各回セミナー定員あり
お早めにお申し込みください。申し込みはホームページから!!

料金後納

10:00〜11:00、12:00〜13:00

受付

受 付 インフォメーション

ゆうメール

インフォ
メーション

受付

インフォメーション

≪開講セミナー≫ ※❶〜❺は完全予約制となります。定員になり次第締め切ります。

ue j y o

上田女子短大を見て知って体験！

予約制/各回セミナー定員あり

うらやま で森カフェを開こう！

土

10:00 〜15:30

（自然保育制作体験）

B 午後の部

A 午前の部

10:30〜11:30

※午前、午後の内容は同じです。

❷ピアノ授業を体験しよう！

13:15〜14:15

C

D

10:30〜11:30

※3回の内容は同じです

13:15〜14:15

❸図書館司書のお仕事って？

E

14:30〜15:30

総合文化学科2年
上田西高校出身

13:15〜14:00

図書館司書フィールドの学びより

❺マンガ・アニメで人間魅力学

H

（表現フィールド
「コミック文化論」
より）

14:15〜15:00

❻総合文化学科の５フィールドの
内容を知ろう！

11:15〜12:00

日本語コミュニケーション、
日本文学、
文化学、心理・人間関係、
ビジネス医療事務
の5フィールドについて説明します。

≪開催イベント≫
上女の幼教 ここがおすすめ！
上女の総文 学べること！とれる資格!! 10:20〜11:00

幼児教育学科2年
佐久長聖高校出身

12:30〜13:10

魅力学
ブライダルのお仕事 あれこれ マンガ・アニメで人間
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イラスト化された絵 の人間が描く物語。
今までに知らなかった人間というものを
知れば知る程、その魅力は倍増します！

ブライダルコーディネーター以外にも大勢の人
が協力してひとつの結婚式を創り上げていま
す。どのような職種があるのかを知り、自分の
興味のある仕事を見つけましょう。
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上女の総文

と！
学べるこ る資格!!
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春花 さん 大町岳陽高校出身

総合文化学科1年 江崎

高3の時に参加したピアノ授業体験で、先生の手元が映し出され
る大きなモニターとゆっくりとした進度にとても安心しました。今
はスタッフとして「学生と語ろう！」で、自分が入試で書いた小論文
や面接の時のことを高校生とお話することが多いです。不安なこ
とはどんどん聞いてください。

致します。定員になり次第、申し込みを締め切らせ
ていただきます。お早めにお申し込みください。

学食体験を

シャトルバスを

人数・着席

実施しています

中止しています

中止しています

制限・位置の指示を
しています

長野県上田市下之郷乙620
入試テレフォンサービス

××

検温 を

〒386-1214

幼児教育学科 総合文化学科

綸音 さん 赤穂高校出身

総文は学べる内容が幅広いので、よくわからないこともあって「個
別相談」で先生と話をしました。自分が勉強してみたいことや目
指していることが実現できるかが確認できてよかったです。来て
みると学校の施設や設備が見られるし、雰囲気もわかります。是
非、参加してみてください！

新型コロナウィルス感染症対策を徹底して開催を

0120-375901

11:00〜12:00

13:00〜15:00

在学生が学生生活、授業の様子、あなたの
質問になんでも答えます！

11:00〜12:00

13:00〜15:00

総合文化学科2年
小諸商業高校出身

寮生が、紫苑寮での日常生活について、
あな
たの質問になんでも答えます！

11:00〜12:00

13:00〜15:00

学費や奨学金に関するこはもちろん、学生生
活支援の詳細など、
ご相談にお答えします。

11:00〜12:00

13:00〜15:00

ブライダルを中心に学び、資格を取
得し、希望していたホテルへの就職
が決まりました。専門学校との違い
は、出会いが広く、幅広い教養も身
につけられることだと思います。

軽井沢プリンスホテル

★学生と語ろう!
★寮生と語ろう!

◆卒業生の部屋 卒業生の2年間の学び、卒業研究、卒業後の進路をご紹介します。
◆キャンパス見学スタンプラリー 学内を自由にご見学ください。
※保護者の方のご参加は1名でお願いします。また、保護者の方のセミナー受講は
ご遠慮いただきます。ご理解とご協力をお願い致します。
※お昼を挟んで参加される場合には、昼食をご持参ください。

いよいよ新年度
始まります！
上女のオープンキャンパスが
【オープンキャンパス】
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予約はこちらから
※詳細は本学HPをご覧ください。
上田女子短期大学│

教員が学びや学生生活等の質問に答えます。
心配なことなど、
自由に聞いてみましょう。

★保護者のための個別相談

私たちも参加しました オーキャンスタッフおすすめ Point
幼児教育学科1年 安藤

★教員による個別相談

検索

12:30〜13:10
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※詳しくは4月以降ＨＰにてお知らせします。

内定

ピアノは未経験でも大丈夫！楽譜が読め
なくても大丈夫！将来、保育者になりた
いと考えている方へのピアノ基礎からの
セミナーです。2年間で弾けるようになる
授業を体験しよう。

★入試説明

入試制度や総合型選抜入試のエントリー
方法、
出願までの手順などを説明します。 10:20〜11:00
総合型選抜のプレゼンテーション対策に
ついてもお話します!

市川なな美

幼稚園の担任の先生がきっかけでこの
道に進みました。その夢が実現します。
大変なこともありましたが、同じ夢を追
いかける友達に支えられました。たくさ
ん、
今の「高校生」を楽しんでください。

各学科の特長やチャレンジできる免許・
資格・検定などについて説明します!
ⓒ土塚理弘・作楽クリエイト

短大は2年しかない分、とても内容
が濃いです。社会に出た時に活きる
学びと経 験が できました。成長で
きたのは、親身になってくれる先生
の支えがあったからです。

信学会 幼稚園教諭

★学科説明

ピアノ授業を体験しよう！

小関 桃果

内定

表現フィールド
『コミック文化論』
より

ブライダルフィールドの学びより

働きやすさを実習で実感したことか
ら公務員保育士を目指しました。公
務員対策講座で一次の筆記試験対
策をし、面接も万全にサポートして
もらい合格することができました。

長野銀行

G

（ブライダルフィールドより）

司書のお仕事の一つである「レファレン
スサービス」は、利用者の探す資料を
調査・提供する業務です。附属図書館
にある様々な図書を使って、資料検索
の方法を体験しましょう。

田中 琴

F

❹ブライダルのお仕事あれこれ

裏山の春の芽吹きを感じながら自然物
を使って森カフェを企画します。皆さん
なら、裏山でどんな物を見つけて、それ
を何に見立てますか♪

幼児教育学科2年
上田東高校出身

13:15〜14:00

（図書館司書フィールドより）

図書館司書のお仕事って？
附属図書館で資料検索を
体験しよう！

上田市公務員保育士

内定

自然保育を体験

総合文化学科

幼児教育学科
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❶“うらやま”で森カフェを開こう！

希望の進路にはばたく先輩からメッセージ

合格

10：00 11：00 12：00 13：00 14：00 15：00

松本 花菜

就職内定速報

〈幼 教〉
上田市、佐久市、佐久穂町、坂城町、山ノ内町、松本市、
嬬恋村、信学会、あゆみ保育園、海野保育園、有明福祉会、
芙蓉園、はなぞの会花園認定こども園、大屋幼稚園、
黒木学園、マハヤナ幼稚園、浅間学園、上田しいのみ会、
飯山学園、小鳩グループ 他
〈総 文〉
御代田町、㈱ユウワ、山洋電気テクノサービス㈱、
㈱アルプスツール、㈱飯島商店、新光電気工業㈱、
共立継器㈱、日産プリンス長野販売㈱、㈱ツルヤ、
㈱エムデジ、㈱塚傳、ウエルシア薬局㈱、
㈱スズキ自販長野、㈱クスリのアオキ、㈱プリンスホテル、
長野信用金庫、㈱長野銀行、信州諏訪農業協同組合、
㈱ジムコンピュータシステム 他

