
保護者説明会



１．学長挨拶
２．各学部の説明
３．出願から入学手続まで
４．大学の学びと経済支援
５．個別相談

本日の流れ



鈴鹿大学 国際地域学部
国際地域学科のご案内

2022-9-17(土)
オープンキャンパス



鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科
4年間んで育む５つの知識・能力
①専門的知識・技能
②課題発見・解決力
③思考力
④実行力
⑤コミュニケーション力
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

国際地域学とは…

グローバル化やIT化、少子高齢化により、急速に変動する現代社会が抱える
さまざまな課題を発見・解決し、地域に新たな価値を創出することをめざす学問

地域に新たな
価値を創出

さまざまな
課題を

発見・解決

地域社会

グローバル化

IT化

環境

外国人子の教育

労働力不足

地域経済の衰退

災害

貧困

空き家

少子高齢化
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科
国際地域学科の2領域５コース

ビジネス領域

経営
コース

スポー
ツ科学
コース

観光コ
ース

英米コ
ース

アジア
コース

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ領域
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

外国語科目
（英語・中国語・韓国
語・ポルトガル語）

情報科目
基礎演習科目

（レポート技法・プレ
ゼン技法・PBL）

キャリア形成
支援科目

基礎教育科目（心理学・文化人類学・宗教学・環境学・スポーツほか）

教養科目

ビジネス領
域

グローバルコミュニケーション領
域

専門共通科目（国際地域概論・鈴鹿学・情報社会論・社会調査法ほか）

領域共通科目
（経営学総論・マーケティング論ほか）

領域共通科目
（比較文化論・異文化コミュニケーション論

ほか）

経営
コース

スポー
ツ科学
コース

観光コ
ース

英米
コース

専門科目

アジア
コース
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

ビジネス領域
特徴1
文理融合

理系
数学
データ分析
環境学
ICT

経営学
経済学
マーケティング
社会調査法
文系

特徴2
座学＋フィールドワーク
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

グローバルコミュニケーション領域
特徴1

語学＋コミュニケーション力＋教養

教養
政治 経済
歴史 文化
宗教 文学
地理

英語
中国語
韓国語
ポルトガル語
語学

特徴2
海外研修＆留学

コミュニケーション力
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

人材育成（経営コース）

マーケティングや経済学など企業経営に不可欠な経営関連の知識、具体
的な事業提案の際の基礎となる経済理論、統計やデータ解析といった調
査・分析に求められる知識とスキルを修得し、地域の課題を解決できる
素養を身につけます。
【取得資格】・日商簿記検定1〜3級、ERE（経済学検定試験）B評、ICTプロフィシエンシー検定試験3級、日商PC検
定3級
【進路例】一般企業（営業・海外営業・企画広報・事務・通訳）、起業など
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

人材育成（スポーツ科学コース）

地元鈴鹿市のスポーツチーム「三重バイオレットアイリス」「MIE HONDA 
HEAT」「鈴鹿ポイントゲッターズ」などとの産学連携プロジェクトを通じてクラブ
チーム運営を体験することで、マネジメントや企画を実践的に学びます。
【資格取得】フィットネスクラブ・マネジメント技能検定3級（国家資格）、公認スポーツ施設管理士・運営士、コーチングアシ
スタント（日本スポーツ協会）
【進路例】スポーツ関連事業（経営・企画広報）、スポーツトレーナーなど
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

人材育成（観光コース）

ポストコロナの観光需要の復調を見据えた持続可能な観光を学びます。フィー
ルドワークで出かける様々な地域ならではの体験と発見を通じて、観光によるま
ちづくりを実践的に学びます。
【資格取得】国内旅行業務取扱管理者、旅程管理主任者（国内・総合） 、観光英語検定1級〜3級

【進路例】ホテルスタッフ、ツアーコンダクター、旅行代理店スタッフなど 12



鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

人材育成（英米コース）

高い英語運用能力とコミュニケーション力を身につけます。
充実した語学・地域研究科目を通じて、次代社会が求めるグローバル人
材にふさわしい語学力と専門知識、コミュニケーション力を磨きます。
【資格取得】TOEIC(L&R)550〜800点、英検1級〜準2級、TOEFL iBT50〜80点
【進路例】一般企業（海外営業・海外購買・貿易事務・通訳）など
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

人材育成（アジアコース）

中国・韓国・東南アジアの3エリアを総合的に学びます。広大な土地と膨大
な人口を擁するアジアは政治経済から文化に至るまで、世界に多大な影響
を与えています。中国や韓国などの隣国とどのように交際すればよいのか
を、歴史を遡りながらベストな解答を探ります。
【資格取得】韓国語能力試験(TOPIK)2級〜1級、中国語検定試験(中検) 2級〜3級、日本語能力試験N1〜N3

【進路例】一般企業（海外営業・海外購買・貿易事務・通訳）など
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科
国際地域学科で身につける4つの知識・能力
【情報リテラシー】
情報および情報手段を主体的に選択し活用できる能力

【金融リテラシー】
金融に関する知識や情報を正しく理解し、主体的に判断することができる能力

【異文化リテラシー】
異質な他者と交流できる語学と対応の能力

【データリテラシー】
世界の変化に迅速対応する、データから得られた洞察を理解・説明できる能力
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

ビジネス領域の地域連携（亀山高校SDGｓ連携プロジェクト）
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

ビジネス領域の地域連携（スポーツビジネス人材育成）
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

ビジネス領域の地域連携（多言語による観光情報発信）
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

経営
コース

2年次
実地学修を通じて
専門知識への理解
を深めます

【主な専門科目】
・企業論
・流通論

・リテール・マーケ
ティング

1年次
レポートの書き方、
プレゼンの仕方など
学びの基礎感覚を
養います
【主な専門科目】
・経営学総論
・経営学入門演習
・マーケティング論

3年次
ゼミ開始。
課題探求能力に
磨きをかけます

【主な専門科目】
・3年次演習Ⅰ・Ⅱ
・人的資源管理論
・経営戦略論
・ビジネス事情

4年次
学びの集大成
卒業論文に
取り組みます

【主な専門科目】
・4年次演習Ⅰ・Ⅱ
・卒業論文
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

経営
コース

東海東京証券による金融リテラシー講義
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

経営
コース

めざせる資格
・日商簿記検定1〜3級
・ERE（経済学検定試験）B評価
・ICTプロフィシエンシー検定試験3級
・日商PC検定3級

卒業後の進路
・営業 ・企画 ・マーケター
・広報 ・事務 ・経理
・ディレクター ・接客・販売
・起業 ・コンサルタント 21



鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

経営コース
教員名 専門分野 研究テーマ／備考

今光 俊介 (教授) 流通・マーケティング 飽和時代のマーケティング戦略、
モノ消費コト消費

原 仁志 (准教授) 情報処理教育 適応制御

佐藤 惣哉 (准教授) 開発経済学 経済成長理論、「中所得国の罠」と
人的資本の蓄積

小西 琴絵 (講師) 経営学 時間的展望、キャリア論、人的資源
管理論
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

スポー
ツ科学
コース

2年次
スポーツ領域の
課題発見力と
解決力を磨きます

【主な専門科目】
・スポーツ経営学
・スポーツ心理学
・コーチング論
・スポーツ社会論

1年次
レポートの書き方、
プレゼンの仕方など
学びの基礎感覚を
養います
【主な専門科目】
・スポーツビジネス概論
・体力トレーニング論

・フィットネスエクササイ
ズ

3年次
スポーツの

新たな価値創造に
ついて思考します

【主な専門科目】
・3年次演習Ⅰ・Ⅱ
・スポーツ組織論

・メディアスポーツ
論

4年次
スポーツ産業の
未来をつくる
スペシャリストへ

【主な専門科目】
・4年次演習Ⅰ・Ⅱ
・卒業論文
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

スポー
ツ科学
コース

地元スポーツチームとの産学連携プロジェクト
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

スポー
ツ科学
コース

めざせる資格
・フィットネスクラブ・マネジメント技能検定3級（国家資格）
・スポーツ施設管理士★

・スポーツ施設運営士★

・コーチングアシスタント
★2つを取得可能な大学は日本体育大学と本学だけ（2022年8月現在）

卒業後の進路
・スポーツ指導者
・スポーツインストラクター
・スポーツクラブ経営
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

スポーツ科学コース
教員名 専門分野 研究テーマ／備考

田中 利佳 (教授) スポーツ経営学 スポーツ活動時におけるリスクマネ
ジメント

平井 一正 (教授) 健康・スポーツ科学
モントリオール五輪銅メダリスト
(ウエイトリフティング)、フィット
ネス、ウエイトトレーニング論

竹田 昌平 (講師) スポーツ産業論 NPO法人三重県生涯スポーツ協会理
事長

紺田 俊 (助教) スポーツマネジメント スポーツと地域づくり・地域活性化
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

観光コ
ース

2年次
実践活動を通じて
観光の世界を
深く理解します

【主な専門科目】
・観光ビジネス論
・世界遺産論
・国内旅行実務論
・観光経済論

1年次
レポートの書き方、
プレゼンの仕方など
学びの基礎感覚を
養います
【主な専門科目】
・観光概論
・観光資源論
・観光プロジェクト演習

3年次
観光と地域社会の
課題を発見する力
を磨きます

【主な専門科目】
・3年次演習Ⅰ・Ⅱ
・観光とまちづくり
・観光政策論
・観光メディア論

4年次
地域に求められる
観光“人財”を
めざします

【主な専門科目】
・4年次演習Ⅰ・Ⅱ
・卒業論文
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

観光コ
ース

鈴鹿の魅力をSNSで世界に発信する「すず活」
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

観光
コース

めざせる資格
・国内旅行業務取扱管理者
・旅程管理主任者（国内・総合）
・観光英語検定1級〜3級

卒業後の進路
・旅行業関連職
・ツアーコンダクター
・ホテル・旅館スタッフ
・地方公務員
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

観光コース
教員名 専門分野 研究テーマ／備考

冨本 真理子 (教授) 文化政策学 インバウンド観光振興、地域観光論、
ニューツーリズム

郭 育仁 (准教授) 文化政策、観光振興 訪日観光と地域の内発性

渡辺 敏明 (講師) 観光学
観光による地域再生、フィルムツー
リズム、映画やテレビドラマが誘発
する観光現象にかかわる組織のプロ
セス
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

英米コ
ース

2年次
課題解決型学習と
専門基礎の学びが
スタート

【主な専門科目】
・地域研究アメリカ
・ビジネス英語
・英米文学論
・翻訳学

1年次
専門の学びの
入門科目を履修します

【主な専門科目】

・グローバルコミュニケー
ション演習

・スピーチプレゼンテーシ
ョンⅠ・Ⅱ

・英米研究入門演習

3年次
ゼミ開始。

専門応用的な学び
を追究します

【主な専門科目】
・3年次演習Ⅰ・Ⅱ
・アメリカ政治論
・アメリカ経済論
・CLIL Ⅰ・Ⅱ

4年次
学びの集大成
卒業論文制作に
取り組みます

【主な専門科目】
・4年次演習Ⅰ・Ⅱ
・卒業論文
・CLIL Ⅲ・Ⅳ
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

英米コ
ース

英語“で”学ぶ「CLIL」科目群
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

英米コ
ース

めざせる資格
・TOEIC(L&R)550〜800点
・英検1級〜準2級
・TOEFL iBT50〜80点
卒業後の進路
・海外営業 ・海外購買
・貿易業務 ・輸出入業務
・国際物流業務 ・グローバル法務
・グローバル調査 ・通訳翻訳
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

英米コース
教員名 専門分野 研究テーマ／備考

松倉 信幸 (教授) 英語学 言語・非言語コミュニケーション論、
日英語対照言語学

アントニオ ジャ
ン・ピエール (教授)

TESOL、
多文化カナダ文学 日系カナダ移民の俳句

天野 剛至 (教授) アメリカ研究、
英語教育

トランスナショナル文学、アメリカ
思春期文学・映画

マホニー ブライア
ン (講師) 英語教育 外国語教育(CLIL)、文化遺産と民間

信仰
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

アジア
コース

2年次
課題解決型学習と
専門基礎の学びが
スタート

【主な専門科目】
・地域研究・韓国
・地域研究・中国
・韓国語Ⅲ・Ⅳ
・中国語Ⅲ・Ⅳ

1年次
専門の学びの
入門科目を履修します

【主な専門科目】

・グローバルコミュニケー
ション演習

・世界の中のアジア
・アジア研究入門演習

3年次
ゼミ開始。

専門応用的な学び
を追究します

【主な専門科目】
・3年次演習Ⅰ・Ⅱ
・アジア経済論
・東南アジア史
・アジア国際関係史

4年次
学びの集大成
卒業論文制作に
取り組みます

【主な専門科目】
・4年次演習Ⅰ・Ⅱ
・卒業論文
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

アジア
コース

中国・韓国・東南アジアを包括的に学ぶ
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

アジア
コース

めざせる資格
・韓国語能力試験(TOPIK)2級〜1級
・中国語検定試験(中検) 2級〜3級
・日本語能力試験N1〜N3

卒業後の進路
・海外営業 ・海外購買
・貿易業務 ・輸出入業務
・国際物流業務 ・グローバル法務
・グローバル調査 ・通訳翻訳
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

アジアコース(NEW!)
教員名 専門分野 研究テーマ／備考

細井 和彦 (教授) 中国近現代史 陸軍大学校史、軍事戦略家〈楊杰・蒋百
里〉研究

木之内 秀彦 (教授) 比較政治学 東南アジア政治、権威主義体制研究

舟橋 宏代 (教授) 日本語教育 日本語学習支援、韓国語

桟敷 まゆみ (准教授) 日本語教育、多文化共生論 地域社会における外国人住民との共生

音成 佐矢子 (助教) 日本語教育 パフォーマンス評価

山本 晃彦 (助教) 日本語教育 言語学習の動機付け
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ハワイ・スポーツ＆観光ビジネス研修

台湾インターンシップ

ベトナム海外研修

韓国・仁川大学校夏期研修

国内・海外

インターンシップ
＆

研修
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鈴鹿大学 国際地域学部 国際地域学科

主な就職・進学先（2016〜2021年度卒業生実績）
【民間企業】
住友電装／豊田自動織機／アイシン・エィ・ダブリュ／ドウシシャ／トピア／アサヒグロー
バルホーム／タカノフーズ関西／東プレ東海／ヒサダ／トヨタカローラ三重／三重トヨタ自
動車／ネッツトヨタノヴェル三重／三重日産自動車／ビッグモーター／ネクステージ／三陽
商会／バロー／スーパーサンシ／生活協同組合コープみえ／紀北信用金庫／大分みらい信用
金庫／不動産SHOPナカジツ／ミニミニ近畿／夢のおてつだい／鈴与／伊丹産業／JTB中部
／JALエービーシー／リゾートトラスト／ルートイングループ／東横イン／鳥羽国際ホテル
／モビリティランド／佐川急便／西尾レントオール／足利印刷／津安芸農業協同組合／伊賀
ふるさと農業協同組合／エイム／四国旅客鉄道／熊谷組／堀田建設 ほか
【公務員】
南伊勢町役場／警察官／消防官／自衛官候補
【進学】
名古屋大学大学院／九州大学大学院／筑波大学大学院／千葉大学大学院／京都府立大学大学
院／早稲田大学大学院／桜美林大学大学院／国士舘大学大学院／鈴鹿大学大学院 ほか 40



こども教育学部紹介

専攻制からコース制へ



2023年度新しく変わります！

専攻制からコース制へ

42

こども教育学科
学年定員50名



2023年度新しく変わります！

柔軟な教員免許選択が可能に

43

コース名 取得免許 さらに取得可能な免許

養護教諭コース 養護教諭一種免許状 小学校教諭一種免許状

小学校教諭
コース

小学校教諭一種免許状 養護教諭一種免許状 又は
幼稚園教諭一種免許状

幼稚園教諭・
保育士 コース

幼稚園教諭一種免許状
保育士証

資格 准学校心理士 ピアヘルパー 社会福祉主事任用資格 公認スポーツ指導者資格

県内：養護教諭一種免許状を
取得可能は鈴鹿大学だけ！

東海地方：小学校教諭一種免
許状と養護教諭一種免許状を
一緒に取得可能は鈴鹿大学だ
け！



こども教育学部の養成する人物像

こども教育学部は，急速に変動する現代社会の中で

こども，学校・家庭・地域が抱えるさまざまな課題を

発見・解決し，新たな価値を創出することをめざして
います。

本学部では，建学の精神「誠実で信頼される人に」に

基づき，教育者・社会人として，こども，学校・家庭・

地域における現代社会の課題を創造的に解決に導く

専門的知識・技能，課題解決力，思考力・判断力，実践力，

コミュニケーション力を備えた人材を養成します。
44



１年生 ２年生 ３年生 ４年生
卒
業

基礎学力
教職・保育に関する基礎知識

基礎学力
教職・保育に関する基礎知識
模擬授業・実技
卒業研究テーマ

学校現場見学
保育プレ実習

学校体験活動
臨床看護実習
介護等体験実習

学外活動 ：インターンシップ ・ ボランティア活動 ・ 学校現場での業務補助員・学習指導員等

教育実習（幼稚園）
養護実習（小・中学校）

基礎学力
教職・保育に関する専門知識
模擬授業・実技
卒業研究開始

４年間学びの集大成
卒業研究

こども教育学部こども教育学科
学びの流れ

教育実習
（小学校）

保育実習Ⅰ（保育所・施設）
保育実習ⅡまたはⅢ
（保育所または施設）

学内実習 ： あそび広場「すずちゃん」

教員採用選考試験
６～８月（１次）

８～１０月中旬（２次）

公務員試験
６～１１月
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的確な判断と対応が行えるよ
う，シミュレーション学習を

導入！

こども教育学部学びの特徴①
充実したカリキュラムで，即戦力となる人材育成

心理学を学び
こどもの理解を深める！

こどものための
あそび空間を実制作！

地域の課題解決を
地域福祉の視点から学ぶ！

手厚い個人別指導で
ピアノ初心者も安心！

実験を通じて保健管理
に必要な知識獲得！

卒業研究を通じて知識・技能
に加えて研究力向上！

幅広い視野で健康教育の
理論・実践について学ぶ！

クラウドや学習支援システムを活用して
ICT活用指導力の基礎について学ぶ！

保育の様々な要素について学ぶ！
保育（環境・表現・言葉・・）
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こども教育学部学びの特徴②
充実した学外実習の実施と手厚いサポート

教員採用選考試験対策講座

学校インターンシップ

介護等体験実習

教育実習・養護実習
（幼稚園，小・中学校）

臨床看護実習 教育委員会
出前教職ガイダンス

近隣園・小中学校見学

保育実習
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教員採用対策講座

入学時から段階的な教採対策の実施

1年生：一般教養、２年生：教職教養・専門科目

３年生：実技・演習 ４年生：総まとめ

教職教育センターと連携した教採対策

1年生から参加可能、卒業生も参加可能

一次合格者対象の２次対策講座

外部講師によるスタートアップ講習

定期的な教採対策模試の実施
48



情報処理能力＆プログラミング教育の基礎

デスクトップパソコンは、一人一台使用して受講！
入学時ノートパソコン必須、貸出完備！
クラウドや学習支援システムを活用して

ICT活用指導力の基礎について学ぶ！
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小学校教諭・幼稚園教諭・保育士 ピアノ実技

入学前から実施（入学手続き終了後実施開始）

手厚い個人別指導でピアノ初心者も安心！

一人一台与えられ、自分の都合に合わせていつでも

練習ができる！
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コンピューター室

こども教育学部学びの特徴③
実践力を培う環境と教育機器の完備

栄養化学実験室プレイルーム 模擬保健室

プレイスカルプチャー図工室

看護実習室

ピアノ室
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卒業後の進路

小学校 中学校 高等学校

特別支援学校 幼稚園 保育所

認定こども園 児童養護施設

乳児院 大学院進学 ほか
52

養護教諭，小学校教諭，幼稚園教諭，保育士として活躍！！



鈴鹿大学で夢を叶えた卒業生の声

53

学んだ知識を活かして，
介護士として働いてい
ます。

小学生の頃から憧れていた養
護教諭として働くことができ
ている毎日に幸せを感じてい
ます。

小学校で特別支援学級の
担任をしています。

こどもたちと共に成長しながら

保育士として働いています。



こども教育学部は
このような人を求めています

①高等学校卒業相当の知識・技能を備えている。

②教育に強い意欲，向上心および知的好奇心を持っている。

③課題を正しく認識・判断できる。

④課題の解決に向けた思考力を備えている。

⑤自らの意見・主張を明確に表現する能力を持っている。

⑥学び続け成長する意欲がある。

⑦自己実現するためのキャリアプランを持っている。

⑧こどもたちに対して愛情と思いやりの心を持っている。

⑨建学の精神「誠実で信頼される人に」に基づく人間性に関心を

寄せ，異なる価値観を持つ多様な人間と協働できる。
54
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こども教育学部は、お子さんのやる気を
全力でサポートさせていただきます





栄養士免許証

×

栄養教諭
二種免許状

フード
ビジネス
クリエーター証

×

生活コミュニケーション学科

食物栄養学専攻（40名） こども学専攻（50名）

保育士証

幼稚園教諭二種免許状

小学校教諭二種免許状

「誠実で信頼される人に」という建学の精神に則り、
● 社会人として必要な基礎教養
● 専門領域における知識・技能
地域社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。



〈知識・技能〉

(1)高等学校で履修したすべての教科で教科書レベルの基礎知識・技能を

有する人。

〈主体性・多様性・協働性〉

(2)自ら積極的に学んでいく意欲がある人。

(3)現代社会に関心を持ち、地域社会に貢献したいと考えている人。

(4)他者とコミュニケーションがとれ、協調性がある人。

〈思考力・判断力・表現力〉

(5)さまざまなことがらを多面的に考え、自らの考えを表現できる人。

生活コミュニケーション学科
アドミッションポリシー
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● さまざまな施設でおいしい給食を提供できる栄養士
● 食育や生活習慣病予防などのアドバイスができる栄養士・栄養教諭

● 社会の変化とニーズをキャッチし、課題発見や解決方法を身につけた食のス
ペシャリスト

“食”で人の健康を支え、新たな市場を創るスペシャリストをめざす

アドミッションポリシー
〈知識・技能〉
高等学校等での学びを通して、本学での学びに必要となる学習習慣を有する人。

〈思考力・判断力・表現力〉
これまでに学び、経験したことを活用して、食料・健康、情報・ICTなどの地球
規模の課題の解決に貢献するため積極的に学ぶ意欲のある人。

〈主体性・多様性・協働性〉

さまざまな世代の人とコミュニケーションをとるための対話能力や文章作成能力
があり、食と健康の分野で社会の発展のために貢献したいと考えている人。

食物栄養学専攻
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★食と健康の分野で地域に貢献する栄養士になりたい

栄養士の主な仕事内容は下記の2つです。

①「食事や栄養の指導」

健康な食生活のアドバイスをする

②「食事の管理」

栄養バランスのとれた献立作成や食事提供をして、栄養管理を行う

乳幼児施設から高齢者施設まで、多様な食事ニーズに対応できる栄養士

専門教育科目
の１/３は
実験・実習

です！
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★食の大切さを伝える栄養教諭になりたい

栄養教諭の主な仕事内容は以下の２つです。

①「食に関する指導」
● 肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童生徒に対する個別指導
● 学級活動、教科、学校行事等の時間に、学級担任等と連携して集団指導
● 教職員や家庭・地域と連携した食に関する指導を推進するための連絡・調整

②「学校給食の管理」
栄養管理、衛生管理、検食、物資管理等

栄養士資格の科目＋α教職科目
＝成長期の食教育ができる教諭

教員採用試験 例年７月
第１次選考試験 筆記試験 教養４０分＋専門６０分
第２次選考試験 論述試験等、面接試験
★２０２２年度 三重県採用人数６名／三重県受験者数４７名（７.８倍）

県内で唯一！

栄養教諭免許が
取得できます。
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★商品開発ができるフードビジネスクリエーターになりたい

栄養士資格の科目＋αフードビジネス専門科目
＝起業や商品開発ができる食のスペシャリスト

フードマネジメントプログラムでは、栄養士養成科目のほかに食に関するビジネ

ス科目（経済学、経営学、食文化論、観光学、カフェ・レストラン実習）で様々

なビジネスモデルや飲食経営などの実際を学びます。

● ホテル・レストランでのメニュー開発

● 食品会社での商品開発

● キッチンカーで起業など

食のマネジメント力を持った栄養士

ラマァーム（La Ma'am）様
とコラボメニューを開発！
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卒業後の進路（2021年度卒業生）

就職先

【委託給食】
（株）トモ
（株）魚国総本社
（株）ニチダン
日清医療食品（株）

（株）メフォス東海事業部
【保育園】
なのはな保育園

【老健施設】
介護老人保健施設 いこいの森

【教育】
栄養教諭

【製造・販売】
（株）コイサンズなど

栄養士

65%

栄養教諭

2%

製造販売

2%

卸小売

3%

その他

24%

未就職

4%



食物栄養学専攻卒業後、管理栄養士になる

卒業生には国家試験準備講座を開いて、
試験合格へのサポートを行っています。

卒業後、国家試験までの流れ

卒業時に栄養士資格取得
↓

栄養士として３年間働き実務の経験をする
↓

管理栄養士受験資格取得後受験可能
（国家試験が２月下旬のため実質卒業後４年となります）

2022年は9名合格！
毎年、合格者が
出ています。
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取得できる主な免許・資格

『自信をもって、こどもと関わって
いくことのできる人材を育成』

こども学専攻

県内の短大で唯一
取得が可能！！

保育士証 幼稚園教諭2種免許 小学校教諭2種免許

※取得する免許・資格は学生の希望に合わせ入学後に教員と面談をして決定

その他に取得できる資格

◆准学校心理士 ◆ピア・ヘルパー ◆社会福祉主事任用資格

アドミッションポリシー
〈知識・技能〉

高等学校までに学んだ基礎的な知識・技能が身についた人。
〈思考力・判断力・表現力〉

これまでの学びを基礎にして他者に対して自己の考えを表現することができる人。
〈主体性・多様性・協働性〉

初等教育や幼児教育について主体的に学ぶ意欲があり、多様な他者とコミュニケーションが
とれる人。



■ １年次から子育て支援事業の「あそび広場
すずちゃん」で子育て支援事業を企画運営

■ みえこどもの城にてイベントの開催
■ 地域の園児を招いての音楽劇上演
■ IoTと保育の研究・実践活動

こども学専攻の特徴ある学び

実践力を養成し、
自信をつける！

少人数ゼミや複数担任できめ細やかな指導



★みえこどもの城と協働してイベント創りができる

三重県立みえこどもの城（松阪市）との協働事業で、学生が主体的に企

画、運営、実施を行う子育て支援イベントを毎年開催しています。学内

で学習したことを、学外で実践することで、学びの振り返り、知識の定

着が進むとともに、こど

もや保護者との関わりを

通して保育者として働く

ことを意識できる機会に

なっています。
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★近隣の保育園、認定こども園で表現活動ができる

大学から徒歩5分圏内の近隣保育園、認定こども園で「創作オペレッタ」

を上演します。幼児教育・保育に関わるときに不可欠な「表現（総合表

現）」の授業で企画、実施をします。創作オペレッタでは、学生がオリジ

ナルのストーリーをゼロから創り上

げます。

学内での準備段階から現場での活動

まで、学生一人ひとりが試行錯誤し

ながら、またメンバーと互いに協働

して取り組む実践活動です。 68



★ICT, IoTを使った保育技術が学べ、実践できる
ICT、新しい分野のIoT（Internet of Things）を教育に繋げるという、

まだあまり取り組みのない新たな分野に挑戦できます。

制作したICT、IoT教材である電子紙芝居は、近隣園との協働で活用しま

すので、実践を通してICTと保育活用についてより一層深く学べます。

このように実習以外でも現場園でこども達と触れ合う機会が用意されて

います。

この活動は、令和４年度独立行政法人日本学術振興会科学研究費

助成事業（22K02454 研究代表者：神谷勇毅 基盤研究C）の

研究費採択を受けて実施しています。

実践力を養成する
ことで、自信をも
ってこどもと関わ
っていける！
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こども学専攻卒業後の進路
就職先

【保育園】
公立・私立園

【幼稚園】
私立園

【認定こども園】
私立園

【進学】
鈴鹿大学こども教育学部

【その他】
放課後ディサービス，障がい者施設
福祉施設

鈴鹿大学こども教育学部こども教育学科３年生へ編入ができます
（小学校教諭１種免許状・幼稚園教諭１種免許状）

卒業後も支援

入職した園へ職務状況の聞き取り調査を実施し、
卒業生の就職後の状況についても把握

ほとんどこども
関係の仕事に！

保育園・幼稚園・
認定こども園を
併せると70%



こども学専攻卒業後の進路

市職員試験に合格し、夢を実現！

2021年度卒業生
太田 未来さん

伊勢市立保育園に勤務

長年の夢である公立保
育士に合格し、とても
嬉しく思います。筆記
や実技、面接に向けた
試験対策はとても大変
でしたが、先生方のサ
ポートや共に頑張る仲
間のお陰で頑張ること
ができ、結果に結びつ
いて良かったです。

学生を中心としたサークル活
動で公務員試験対策を行って
います。サークルでは１・２
年生の垣根なく皆で目標に向
かって頑張っています。

今年度も三重県市町公務員試
験で合格者が(８月末現在)あ
りました。１次試験突破者は
多数ありました！

公務員試験
対策講座

公務員試験対策
勉強会サークル

サークル活動で公務員合格！



【卒業生の声】

在学中に楽しかったこと

◆毎日新しい知識が身に付くこと。

◆座学だけではイメージしにくい知識も実

験・実習などの実践で形になること。

◆お天気のいい日に中庭で友達とランチをす

ること。

◆サークルで、学外の方と交流できる

こと。

◆先生方の研究のお話を聞けること。

◆商品開発やメニュー開発に携われ

たこと。

鈴鹿大学短期大学に入ってよかったこと

早く社会に出て夢を実現したいと思い

短大を選びました。短大では、先生との距

離が近く、クラスも少人数だったので、

興味があることについてどのように勉強・研

究をしていけばよいか色々なアドバイスを頂

けました。友達と新しいサークルを立ち上げ

たり、学園祭でみんなと協力して模擬店を成

功させたり、学生の自主性を尊重してく

れる環境だったことが、良い思い出が

作れた要因だと思います。



鈴鹿大学短期大学部

あなたの夢を実現するプログラムを準備しています。
ご入学を心よりお待ちしています。
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入試広報課長 山中 太陽
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古典・漢文不要！
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大学の学びと経済支援

中 村 章 二 （鈴鹿大学 教務担当）

大学アドミニストレーター

オープンキャンパス 2022.9.17（土）



Administrator → 管理者

大学を構成する３つの集団の一つ

学生・・・学ぶ（次世代を支える）人

教員・・・教授（研究・教育）する人

職員（大学ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ）・・・（大学運営を）管理する人

大学をめぐる環境が変化し，事務員から運営・管理する人へ変化

↓

大学職員：学生対応の最前線 → プロ意識

※鈴鹿大学には、高等教育（大学）を大学院で学んだ職員が在籍

お話しの前に 大学アドミニストレーター？

学生

教員 職員

三輪車論：「学生が自らの足でこぐことができるようになる」ために教員と職員が
お互いに協力、両輪のバランスをとりながら、学生を励まし育む
（社会人の先輩として姿勢を示す） 高橋真義 桜美林大学名誉教授提唱
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１．大学で学ぶということ
教育は将来への投資（よき社会人となるために・・・）
変化の時代には大学の学びが必要

２．大学の学びに必要な経費と支援策
学納金の種類と経済支援策の概要
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【米国の例】

米国は，移民の国，新天地の社会を担う人材育成のためにヨーロッパに倣って、

市民が大学を作った。→ 私立大学

「良き市民（社会のルールを守って働き税金を納める）の育成」が大学の目的

そのため，国よりも前にできていた → 私立大学（国の制約を受けない機関）

【日本の場合】敗戦により米国の大学制度を導入

江戸時代の藩校 → 帝国大学 → お上が人材を養成（大学は一般的ではなかった。）

近年：インターネットの普及により時代の変化が早く激しい現代社会

スマホやオンライン授業等、社会の劇的な変化

獲得した知識がすぐに陳腐化する時代にこそ大学教育が求められる

高校までの学びは〇×（正解は一つ）

大学の学びは、これまで分かっていることを学びつつ批判的な視点から考える

良き市民として豊かな人生を歩むために大学という高等教育機関で学ぶことが重要

１．大学で学ぶということ 全ての若
者に大学
教育を！

↓
修学支援
新制度
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尾を引きずる形だと前足を大きく一
歩出せないので、獲物に追いつけない

足を大きく前に出すとバランスがく
ずれやすいため尾を振って調整するた
めに吊り橋型へ

ゴジラとジュラシックパークか
ら見た恐竜研究

大学の学びとは（１）？

走る速度の研究も 遅い・早い？

https://youtu.be/yttmUtFkMoI 89

https://youtu.be/yttmUtFkMoI


復元（2010）された建物は本当は違
う建物だった可能性も・・・

実はちゃんと説明されている。

現存する同時代の建物からその様式
を引用し、組み合わせるという手法

平城宮跡資料館 宮跡案内

https://www.nabunken.go.jp/heijo/museum
/guide.html

歴史研究の例：平城京

大学の学びとは（２）？

ある歴史研究者の高校生向けコメント

高校までの学習は、その年代に起こった事や年号
の暗記だったが、大学の研究は「それらが正しい
か？を確認し、異なる視点から研究する」こと

太極殿：確かなものは柱等の跡（穴
の配置）のみ

90
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偽情報に振り回される？

大学は，情報を選別する能力も求めら
れる，大学の研究は論拠を明らかにしな
がら新しい価値を求めるもの

学問を教授されるだけではなく，議
論の制約を受けない大学という空間
で仲間と議論する
（ノーベル賞：益川さん）

批判的精神の重要性！
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２-1．大学の学びに必要な経費と支援策

(1) 受験料 受験に必要な経費（出願時に支払う）

(2) 入学金 合格者が入学を考えている大学に支払う

（合格から約１週間程度：返却不可）

(3) 授業料 国立は入学後、私立は入学料支払期日後

(4) その他 施設使用料、後援会費、保険料等

※(3)(4)の支払期限は大学・選抜方法により異なる、３月末日まで
の入学辞退は返還可）

大学の学びに必要な経費は何？

※経費面は、主に職員が担当

教員・職員の両輪で学生さんを支援します。 92



２-2．大学の学びに必要な経費と支援策

かつては・・・

貸与制度のみ→返還できない場合、金融機関のブラックリストへ

※進学率が低かった時代→よき社会人とするための大学教育

2020年度入学生から「修学支援新制度」→国が支援！

お金の心配なく大学で学べる時代に

内容は「入学金・授業料の減免＋給付奨学金」がセット

※遠隔地でも負担は下宿代くらい

大学の学びに必要な経費の支援策は何がある？
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２-3．大学の学びに必要な経費と支援策

経済的に困難な学生に、次をセットで支給

・入学金・授業料の減免

・大学生活に必要なお金（給付奨学金）

支援額（上限）は

入学金：２８万円（本学 ２５万円）

授業料：７０万円（本学 ７０万円）

給付奨学金：自宅約４６万円、自宅外約９１万円

※非課税世帯（第Ⅰ区分）の場合
段階的に２／３、１／３支援あり

修学支援新制度って？
実際の例（第一区分の場合）
国際地域学部の場合

入学料 ２５万円
支援額 ２５万円（負担０円）

授業料年額 ８９万円
支援額 ７０万円（負担１９万円）

※給付奨学金 ４６万円（自宅）
収入状況により１／３、２／３支援あり
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２-4．大学の学びに必要な経費と支援策
どういう人が対象？

どうやって調べる？

95



２-5．大学の学びに必要な経費と支援策

通常は、審査結果により減免等を実施するため、予約採用以外は入
学後の手続きとなる。

受験生側のデメリット

・予約採用手続きが早く進学先の検討ができない

・４月下旬から申し込み、秋には内定通知

このため多くの高校生が入学後に手続きを行うが、その場合、一旦、
経費を支払い、審査後に返金となる。

→ 一時的に大きなお金を用意する（難しい場合も！）

・高校側の周知不足（成績→意欲あればＯＫのはず）

受験生から見た制度上の問題

➡ 鈴鹿大学はここも
支援します。
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２-6．大学の学びに必要な経費と支援策

①早期に対応するために「入学手続時に申請受付」

②課税証明書の提出により仮審査を実施

→対象者は「減額後の金額で入金」

一時的に大きな金額を用意する必要なし

③高校側の周知不足（成績３．５未満×？）

経済的困窮が判れば、鈴鹿で学ぶ意欲があればＯＫ

このように、お金が大変な家庭の受験生は、鈴鹿大学（短大含）で
学ぶ意欲があれば、入学時の負担が小さくて済む

鈴鹿大学の取り扱い
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２-7．大学の学びに必要な経費と支援策

①貸与型奨学金（JASSO）

無利子、有利子、ともに金利は小さく、卒業時に就職すれば無理な
く返還できる

②地域の奨学制度

地域の自治体が行っている奨学制度

保育士の場合、一定期間勤務すれば免除も（人材確保）

③就職先

貸与奨学金の利子分を負担する企業もあり（社員確保）

その他の支援制度

98



鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部の経費
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鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部の経費
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鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部の経費
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本日はオープンキャンパスへ参加いただき、あり
がとうございました。

ご不明な点がありましたら、次へ連絡ください。

・入学試験関係 →  入試広報課 nyushi@suzuka.ac.jp

・学生生活関係 →  学生・キャリア支援課

（修学支援新制度） gakusei@suzuka.ac.jp 

・学び・資格関係 → 教務課 kyomu@suzuka.ac.jp 
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出典

学びたい気持ちを応援します（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
進学資金シミュレーター（日本学生支援機構：旧 日本育英会）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/
shogakukin- simulator.html

古生物学×『ジュラシック・パーク』：

恐竜研究者に聞いた、学説で見る恐竜映画 の楽しみ方

http://hotozero.com/knowledge/fukuiprefectualuniv_jurassicpark/
恐竜たちの走りを再考する（日経サイエンス）

https://www.nikkei-science.com/201909_032.html
奈良文化財研究所 平城宮跡資料館 宮跡案内

https://www.nabunken.go.jp/heijo/museum/guide.html 103



我々、鈴鹿大学の教職員は、皆さんのお子さんの
入学をお待ちしています。

しかし、大学は、学生さんをお客さんではなく
「学ぶ人」として育てる「教育」機関であることを
ご理解ください。

ご家庭においても、大学の学び、をご理解いただ
き、入学前・後に学生生活をご家庭の話題としてい
ただければ幸いです。

鈴鹿大学 事務局次長（兼 教務課長）中村

ご清聴、ありがとうございました。
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