
15分
20分 10分 10分

相生駅

香呂駅

加古川駅 西明石駅姫路駅

姫路日ノ本短期大学
〒679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂890
TEL.079-232-4140  FAX.079-232-8309

N

姫路駅

福崎駅

香呂駅

播
但
連
絡
道
路

J
R
播
但
線

網干
至神戸

至神戸

姫路バイパス

姫路城

福崎IC

船津ランプ

姫路東IC

山陽電鉄

JR山陽本線

中国自動車道

山陽自動車道

国道2号線

至岡山

姫路JCT

国
道
3
1
2
号
線

ACCESS MAP

オープンキャンパスの
申込みは

WEBからでもOK！

YouTube Instagram Twitter

ひのたん情報発信中！

駐車場完備だから自動車通学OK!

■JR山陽本線姫路駅または山陽電鉄姫路駅下車
■JR姫路駅より播但線乗車・香呂駅下車 徒歩12分

アクセス所要時間

15分
20分 10分 10分

相生駅

香呂駅

加古川駅 西明石駅姫路駅

姫路日ノ本短期大学
〒679-2151 兵庫県姫路市香寺町香呂890
TEL.079-232-4140  FAX.079-232-8309

N

姫路駅

福崎駅

香呂駅

播
但
連
絡
道
路

J
R
播
但
線

網干
至神戸

至神戸

姫路バイパス

姫路城

福崎IC

船津ランプ

姫路東IC

山陽電鉄

JR山陽本線

中国自動車道

山陽自動車道

国道2号線

至岡山

姫路JCT

国
道
3
1
2
号
線

ACCESS MAP

オープンキャンパスの
申込みは

WEBからでもOK！

YouTube Instagram Twitter

ひのたん情報発信中！

駐車場完備だから自動車通学OK!

■JR山陽本線姫路駅または山陽電鉄姫路駅下車
■JR姫路駅より播但線乗車・香呂駅下車 徒歩12分

アクセス所要時間



　姫路日ノ本短期大学は小さな大学ですが、学生、

教職員、そして社会で活躍されている卒業生が一体

となって永年にわたり、幼稚園教諭・保育士養成の実

績を重ねてきました。

　少人数教育の良さを生かし、一人一人の学習や保

育・教育現場での実習、地域連携の取組み、仲間や

教職員とのつながりを深めます。また、学外の人と交

流する中でも多くの体験ができる場所です。体験した

感動や喜びは実践力となり、卒業後には職場で、そし

て社会に貢献することができる大きな力となります。

　ここでは幼稚園教諭二種免許状・保育士資格・社

会福祉主事任用資格を取得できます。自分で考え、

判断し、行動する保育者を目指し、2年間で段階的

に成長できるよう科目を構成しています。さまざまな

教育活動の中で、学生が主体的に学びのテーマを選

び、深化させていくことができる落ち着いた環境です。

　あなたの将来のありたい姿、夢を聞かせてくださ

い。私たち教職員は全力であなたの「なりたい自分」

を応援し、サポートしていきます。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」施行に伴い、法の規定する障害者（身

体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）、その他の心身の機能の障害がある者）に

対し、ガイドラインを設け、障害者手帳や医師の診断書の有無に関わらず、等しく学修の機会

が与えられるよう、本人や保護者と協議の上、必要な対策を講じています。

姫路日ノ本短期大学

学長 勝木 洋子

キリスト教精神をもって、
社会に貢献できる人間を育成する
キリスト教精神をもって、
社会に貢献できる人間を育成する

大学設置基準にしたがってカリキュラム、施設・設備（図書館、体育施設、実践室等）が
整備されているので学びの環境が充実している。

資格に関連する専門科目をより深く学べる。

社会人にとって必要となる幅広い教養を身につけられる。

国際的にも通用する学位が取得できる。

社会で活躍できる実践力が身につき資格も取得できる。

学びのポイント

学園創立1893年、短期大学設立1974年
キリスト教主義教育の伝統校で総合的に幼児教育を学ぶ

子どもたちの成長に必要な幼児教育の専門的な知識や技術に加え、社会性や幅広い教養を醸

成します。日本語表現・憲法・ICT活用講座などの教養科目の他、キリスト教主義教育の日ノ本な

らではの「キリスト教学」なども学びます。

保育や幼児教育の授業に加え、「社会福祉」、「子ども家庭福祉」など福祉の授業も行なってい

ます。また、実習では、保育園・幼稚園だけでなく、乳児院や障害児入所施設など福祉施設でも

実施しています。福祉の視点を通して保育者としてはもとより、人間として大きな成長を遂げるこ

とを目指します。

「福祉」の視点からも幼児教育を学ぶ

POINT

1

POINT

2

短期大学のメリット

障害のある学生への修学支援

2
3
4
5

1
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幼児教育科保育コース

子どもたちの成長に必要な幼児教育
の専門的な知識・技術に加え、社会性
や幅広い教養も身につけた実力のある
保育者を養成します。保育士資格と幼
稚園教諭二種免許を同時に取得する
ことで、幼保一体化（認定こども園）にも
対応しています。

保育士と幼稚園教諭の資格・免許取得で
　　　　　　　　幼保一体化にも対応

保育コース3つのポイント

保育士資格と幼稚園教諭二種免許、社会福祉
主事任用資格が卒業と同時に取得できます。

国家試験を受けなくても取得できる

トリプルライセンス 保育現場で即戦力となることができるよう、実
習科目をはじめ、実践力を重視したカリキュラ
ムを編成しています。

徹底した実践的教育
キャリアデザイン講座などで就職に向け万全
の準備を整えることにより、幼稚園・保育所等
への抜群の就職率を誇っています。

充実した就職指導

先生からのメッセージ 在学生からのメッセージ

　少人数で特色ある授業内容の学び
を深めます。それらを付属幼稚園及び
保育現場の見学や保育・教育実習に活
かしていきます。体験を通して子どもの
内面を見つめ、一人一人の個性を伸ば
し、子どもから学び共に歩んでいく豊か
な感性を身につけます。さらに、だれか
らも信頼される保育者を目指します。
　本年度から新しい選択科目も増え、より充実した学び・
学生生活が送れることでしょう。あなたの主体的な学びを
サポートします。

濱田 敏子教授
保育方法論、
子ども家庭福祉、
保育実習指導

小林 まひる
兵庫県立

山崎高等学校出身

保育コース 2年次

　私は、ピアノ経験が少なく不安を抱きながら入学しま
した。けれど、姫路日ノ本短期大学は一人ひとりのレベ
ルに合ったクラス分けでレッスンを受けることができ、
レッスン室が空いているときにも練習ができ、着実に
ピアノの技術を身につけることができました。
　また、付属幼稚園があるため日頃から幼児たちと触
れ合う機会が多いのも姫路日ノ本短期大学の魅力の
一つです。保育士資格と幼稚園教諭二種免許のほかにたくさんの資格をとる
ことができます。子どもたちの気持ちに寄り添い一緒に成長していける保育
者になろうと夢みています。

少人数制での丁寧な学びと
付属幼稚園での子どもたちとの
触れ合いが魅力。

THE MAIN FEATURE 主な特徴

個々のレベルにあわせた丁寧な指導が受けられるので、ピアノが苦手
な人でも大丈夫。姫路日ノ本短期大学の保育コースでは、グランドピア
ノを使って練習できる個別のレッスンルームも多数設置しています。

個別
レッスン

初心者でも
大丈夫！

個々のレベルに
応じた

音楽レッスン
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幼保連携型認定こども園
姫路日ノ本短期大学付属幼稚園での
実践的教育
キャンパスに隣接して付属幼稚園がありますので、実習はもとよりい
つでも子どもたちと触れあえます。実習以外の様々な行事にボラン
ティアで参加しています。

CURRICULUM
カリキュラム

※一部の科目のみ表示しています。
※科目は変更される場合があります。

キリスト教学
日本語表現Ⅰ
日本国憲法
キャリアデザインⅠ

英語
ICT活用講座
生涯スポーツ
スポーツと健康

キリスト教保育
子どもと遊びA
子どもと遊びB

基礎教養科目

教育心理学
子ども家庭支援の心理学
保育内容演習 健康
保育内容演習 環境
保育内容演習 人間関係
保育内容演習 言葉
保育内容演習 表現Ⅰ
造形Ⅰ
幼児体育Ⅰ
器楽Ⅰ
幼児音楽Ⅰ
社会福祉

子ども家庭福祉
保育原理
社会的養護Ⅰ
子どもの食と栄養
乳児保育Ⅰ
特別支援
社会的養護Ⅱ
保育実習Ⅰ
保育実習指導Ⅰ
教育実習Ⅰ
教育実習指導Ⅰ

専門科目

保育コース 基礎教養・専門科目　実習

リカレント教育
●講演会 ●シンポジウム ●セミナーetc…
保育のスペシャリストとして地域の保育者
とともに専門性を磨きます。

●リカレント教育とは

本学専攻科へ
進学

社会人が職業上の新たな知識・技術を習得することや教養や人間性を高めるために必要
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本学専攻科（2年制）
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諭一種免許と学士
の学位取得。
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（幼児教育）

保育士資格 幼稚園教諭
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社会福祉主事
任用資格

就職

取得可能な資格
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幼保連携型認定こども園
姫路日ノ本短期大学付属幼稚園での
実践的教育
キャンパスに隣接して付属幼稚園がありますので、実習はもとよりい
つでも子どもたちと触れあえます。実習以外の様々な行事にボラン
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CURRICULUM
カリキュラム

※一部の科目のみ表示しています。
※科目は変更される場合があります。

キリスト教学
日本語表現Ⅰ
日本国憲法
キャリアデザインⅠ

英語
ICT活用講座
生涯スポーツ
スポーツと健康

キリスト教保育
子どもと遊びA
子どもと遊びB

基礎教養科目

教育心理学
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保育内容演習 健康
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保育内容演習 人間関係
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造形Ⅰ
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諭一種免許と学士
の学位取得。

保育コース卒業 短期大学士の学位取得
（幼児教育）

保育士資格 幼稚園教諭
二種免許

取得できる資格・免許

社会福祉主事
任用資格
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取得可能な資格

保育コースでは、幼保一体化で求められている保育士資格と幼稚園教
諭二種免許に加え、社会福祉主事任用資格を併せた3つの資格が、卒
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●保育士●幼稚園教諭●公務員●団体職員として

幼稚園保育所 認定
こども園

就職率100％
乳児院 児童養護

施設
障害児（者）
施設

1 年 次

日本語表現Ⅱ
ボランティア活動

社会人基礎講座
キャリアデザインⅡ

基礎教養科目

教育原理
保育内容演習 表現Ⅱ
保育実践演習
造形Ⅱ
幼児体育Ⅱ
器楽Ⅱ
幼児音楽Ⅱ
保育者論
保育方法論
保育の計画と評価

保育内容総論
保育相談
子育て支援
子どもの保健
子ども家庭支援論
保育実習Ⅱ
保育実習指導Ⅱ
教育実習Ⅱ
教育実習指導Ⅱ

専門科目

2 年 次

おもちゃ
インストラクター

卒業後教育

進学

総合的な保育を展開
していくための知識、
技術、判断力を養います



幼児教育科ライフデザインコース

パソコンスキル、ビジネス文書といった
社会人として必須の技能とともに社会
人として必須のコミュニケーションスキル
を身につけます。
インターンシップや教育実習を通じて
実践的に学べるのも魅力です。

即戦力として活用できる
スキルを身につけます

ライフデザインコース3つのポイント
所定のカリキュラムを履修することで社会で求
められるIT技術、ビジネススキルなど就職に有
利な技術を習得することができます。

就職に有利なスキルを習得
幼児教育の学びを基本に、デザインのような美
的感覚を養う科目、ITやプレゼンテーション演
習などから、夢の実現に必要な学びを自由に選
択できます。

幅広い学びを自由に選択
一般企業への就職も視野に、キャリアデザイン
講座や企業とのタイアップで行うインターン
シップなど、入学当初から就職のためのサポー
ト体制をしっかり整えています。

充実した就職指導

先生からのメッセージ 在学生からのメッセージ

　本学は幼児教育のスペシャリストを養
成する短期大学ですが、ライフデザイン
コースでは社会人基礎力である「ICT活
用力」「コミュニケーション力」「経済観
念」を養い修得できるように幅広い教科
で授業を展開しています。
　教科担当の先生、クラス・アドバイ
ザーやキャリアセンターにおいてきめ細かいサポートをして学
生の目標が実現できる体制を整えています。

幼児教育の基礎を修得し、
企業にも活用できる
スキルを修得

津田  敏教授
ICT活用講座、
コンピュータ概論、

プレゼンテーション演習

徳地 愛維
日ノ本学園
高等学校 出身

ライフデザインコース
2年次

　姫路日ノ本短期大学は、幼児教育の教員養成で有
名な短期大学ですが、私は、幼児教育だけでなく、欲
張って一般社会でも通用するスキルも習得したいと
ライフデザインコースを選びました。
　希望していた通りこのコースは、幼稚園教諭に関す
る勉強のほか、情報に関する基礎知識、Officeソフ
ト、ブログ作成、コンピュータ会計、生活経済といった
一般社会人 として修得すべき事柄が学べます。
　毎日新しいことを学べ、社会人に近づいて行っている自分を感じ
ています。

一般社会に通用するスキルを
習得するために

THE MAIN 
FEATURE
主な特徴

SPECIALIZED SUBJECTS
ピックアップ専門科目
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インターンシップは
地元企業やショップと連携
地元の企業やショップと連携し、仕事の
奥深いところまで体験できるインターン
シップは自分の適性を発見する機会でも
あります。

一般企業・幼稚園で活躍できる人材の育成

ICT活用講座

コンピュータ会計

EXCEL演習

多彩な資格を取得できるので、
就職も進学も自由に選択可能

ライフデザインコース卒業
短期大学士の学位取得（幼児教育）

幼稚園

求人多数！
一般企業

●情報処理士　●CGデザイナー
●幼稚園教諭として

本学専攻科（2年制）へ進学し、幼稚
園教諭一種免許と学士の学位取得。

卒業時に情報処理士、日商簿記3級、幼稚園教諭二種免許が取得できるの
で、幅広い分野から自分にあった就職や進学が可能に。

本学専攻科へ進学

ビジネスICT アート関連 キャリア関連

数値情報を含むデータの処理は実社会に
おいて欠かせないスキルです。Excelの基
本概念を理解して具体的な操作方法を演
習します。

実務で使用されている会計ソフト「弥生会
計」の基本的な操作を習得。一般的な企業
取引をシミュレーションして入力すること
で、コンピュータ会計の基礎知識を習得し
ます。

簿記

WORD演習
コミュニケーション手段の一つとしてド
キュメントの果たす役割は重要です。あら
ゆるビジネスシーンに応じて、的確で分か
りやすいドキュメント作成技法の演習をし
ます。

簿記はすべての企業に必要とされている
会計記録の手続きです。ビジネスの共通言
語とも言われる簿記の基本的なルールを
学び、理解を深めていきます。

ICT（情報通信技術）の基礎的知識と、アプ
リケーションの実用的な利用法を習得す
るとともに、「情報」を扱う上での倫理につ
いても学習します。

デジタルグラフィックス
文字や画像、配色によって情報やメッセー
ジを伝達するグラフィックデザイン。パソコ
ンを使って、これらの視覚表現を意図・目的
に沿って、的確に構成できるようにします。

情報処理士 日商簿記3級 幼稚園教諭
二種免許

ライフデザインコース
基礎教養・専門科目　インターンシップ

就職 進学

取得できる資格・免許

※一部の科目のみ表示しています。　
※科目は変更される場合があります。

幼児教育専門科目+

幼児教育専門科目+

CURRICULUM
カリキュラム

キリスト教学
日本語表現Ⅰ
日本国憲法
キャリアデザインⅠ

英語
ICT活用講座
生涯スポーツ
スポーツと健康

基礎教養科目

コンピュータ概論
WORD演習Ⅰ
EXCEL演習Ⅰ

初級簿記
情報処理実習Ⅰ

専門科目

1 年 次

日本語表現Ⅱ
社会人基礎講座
キャリアデザインⅡ

ボランティア活動
インターンシップ
生活経済

基礎教養科目

WORD演習Ⅱ
EXCEL演習Ⅱ
プレゼンテーション演習
デジタルグラフィックス

デジタルムービー
簿記演習
コンピュータ会計Ⅰ・Ⅱ
情報処理実習Ⅱ

専門科目

2 年 次
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パソコンスキル、ビジネス文書といった
社会人として必須の技能とともに社会
人として必須のコミュニケーションスキル
を身につけます。
インターンシップや教育実習を通じて
実践的に学べるのも魅力です。

即戦力として活用できる
スキルを身につけます

ライフデザインコース3つのポイント
所定のカリキュラムを履修することで社会で求
められるIT技術、ビジネススキルなど就職に有
利な技術を習得することができます。

就職に有利なスキルを習得
幼児教育の学びを基本に、デザインのような美
的感覚を養う科目、ITやプレゼンテーション演
習などから、夢の実現に必要な学びを自由に選
択できます。

幅広い学びを自由に選択
一般企業への就職も視野に、キャリアデザイン
講座や企業とのタイアップで行うインターン
シップなど、入学当初から就職のためのサポー
ト体制をしっかり整えています。

充実した就職指導

先生からのメッセージ 在学生からのメッセージ

　本学は幼児教育のスペシャリストを養
成する短期大学ですが、ライフデザイン
コースでは社会人基礎力である「ICT活
用力」「コミュニケーション力」「経済観
念」を養い修得できるように幅広い教科
で授業を展開しています。
　教科担当の先生、クラス・アドバイ
ザーやキャリアセンターにおいてきめ細かいサポートをして学
生の目標が実現できる体制を整えています。

幼児教育の基礎を修得し、
企業にも活用できる
スキルを修得

津田  敏教授
ICT活用講座、
コンピュータ概論、

プレゼンテーション演習

徳地 愛維
日ノ本学園
高等学校 出身

ライフデザインコース
2年次

　姫路日ノ本短期大学は、幼児教育の教員養成で有
名な短期大学ですが、私は、幼児教育だけでなく、欲
張って一般社会でも通用するスキルも習得したいと
ライフデザインコースを選びました。
　希望していた通りこのコースは、幼稚園教諭に関す
る勉強のほか、情報に関する基礎知識、Officeソフ
ト、ブログ作成、コンピュータ会計、生活経済といった
一般社会人 として修得すべき事柄が学べます。
　毎日新しいことを学べ、社会人に近づいて行っている自分を感じ
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インターンシップは
地元企業やショップと連携
地元の企業やショップと連携し、仕事の
奥深いところまで体験できるインターン
シップは自分の適性を発見する機会でも
あります。

一般企業・幼稚園で活躍できる人材の育成

ICT活用講座

コンピュータ会計

EXCEL演習

多彩な資格を取得できるので、
就職も進学も自由に選択可能

ライフデザインコース卒業
短期大学士の学位取得（幼児教育）

幼稚園

求人多数！
一般企業

●情報処理士　●CGデザイナー
●幼稚園教諭として

本学専攻科（2年制）へ進学し、幼稚
園教諭一種免許と学士の学位取得。

卒業時に情報処理士、日商簿記3級、幼稚園教諭二種免許が取得できるの
で、幅広い分野から自分にあった就職や進学が可能に。

本学専攻科へ進学

ビジネスICT アート関連 キャリア関連

数値情報を含むデータの処理は実社会に
おいて欠かせないスキルです。Excelの基
本概念を理解して具体的な操作方法を演
習します。

実務で使用されている会計ソフト「弥生会
計」の基本的な操作を習得。一般的な企業
取引をシミュレーションして入力すること
で、コンピュータ会計の基礎知識を習得し
ます。

簿記

WORD演習
コミュニケーション手段の一つとしてド
キュメントの果たす役割は重要です。あら
ゆるビジネスシーンに応じて、的確で分か
りやすいドキュメント作成技法の演習をし
ます。

簿記はすべての企業に必要とされている
会計記録の手続きです。ビジネスの共通言
語とも言われる簿記の基本的なルールを
学び、理解を深めていきます。

ICT（情報通信技術）の基礎的知識と、アプ
リケーションの実用的な利用法を習得す
るとともに、「情報」を扱う上での倫理につ
いても学習します。

デジタルグラフィックス
文字や画像、配色によって情報やメッセー
ジを伝達するグラフィックデザイン。パソコ
ンを使って、これらの視覚表現を意図・目的
に沿って、的確に構成できるようにします。

情報処理士 日商簿記3級 幼稚園教諭
二種免許

ライフデザインコース
基礎教養・専門科目　インターンシップ
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取得できる資格・免許

※一部の科目のみ表示しています。　
※科目は変更される場合があります。

幼児教育専門科目+

幼児教育専門科目+

CURRICULUM
カリキュラム

キリスト教学
日本語表現Ⅰ
日本国憲法
キャリアデザインⅠ

英語
ICT活用講座
生涯スポーツ
スポーツと健康

基礎教養科目

コンピュータ概論
WORD演習Ⅰ
EXCEL演習Ⅰ

初級簿記
情報処理実習Ⅰ

専門科目

1 年 次

日本語表現Ⅱ
社会人基礎講座
キャリアデザインⅡ

ボランティア活動
インターンシップ
生活経済

基礎教養科目

WORD演習Ⅱ
EXCEL演習Ⅱ
プレゼンテーション演習
デジタルグラフィックス

デジタルムービー
簿記演習
コンピュータ会計Ⅰ・Ⅱ
情報処理実習Ⅱ

専門科目

2 年 次



長期履修制度

07  ◆  Campus Guide 2022 Campus Guide 2022  ◆  08

2年の専攻科プラス

選べる“新しい 学びのスタイル”
より自分らしい学びを実 現するための2つの制度

2年分の授業料を3分割して納付いただくことになります

「長期履修制度」ってどんな制度？ プラス2年の学びで、
4年制大学と同じ学士学位を取得

通常2年間の短期大学課程を「3年間」で履修・単位修得する学び
方で、学生一人ひとりのライフスタイルに合わせて就学を容易にす
るための新しい制度です。
基本的なカリキュラムは2年制と共通で、

2年制と同じ授業料で3年間学べます。

●経済的負担をできるだけ軽くして学びたい方
●たくさんの資格にチャレンジしてキャリアアップを図りたい方
●アルバイトなどで働きながら専門知識を身につけたい方

入学してから2年制か3年制を選択できます。

制度のポイント
●2年分の学びを3年間で履修するので、時間的にゆとりを持
　って学べます。

●

　学科の学びを深めるための機関として専攻科が置かれています。幼児教育
専攻は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の認定を受けた認定専
攻科です。短大2年＋専攻科2年で学士学位（教育学）の取得も可能となり、
姫路日ノ本短期大学だけでは取得できなかった幼稚園教諭「一種免許」の
資格を取ることができるようになります。さらに、専攻科での学費は短大課
程の2／3程度ですので、一般の4年制大学で学ぶよりも経済的です。
　短大から専攻科へは続けて進学するだけではなく、一旦就職して現場を
体験してから専攻科へ入ることも可能です。「ひのたん」なら個々の幼児教育
に対するスタンスに合わせて学びを深めてもらうことができます。

実践力をもった保育者として就職先で活躍できます。

短期大学課程
●幼稚園教諭二種免許　●保育士資格

専攻科（2年）
●幼稚園教諭一種免許　●学士学位(教育学)

取得できる免許・資格

4年制大学と同等の
学士学位取得

4年

編入制度

全国多数の４年制大
学へ本学が推薦する
学生の編入学が可能
で、幼稚園教諭一種
免許や小学校教員免
許が取得できます。

4年制大学へ
の編入

学費は短大課程の
2/3程度

長期履修タイプ Ⅰ
1年次より
長期履修生

長期履修タイプ Ⅱ
2年次より
長期履修生

教育実習Ⅰ

教育実習Ⅰ、
保育実習ⅠA・ⅠB

の4日間
月 水 木 金

保育実習ⅠA・ⅠB
保育実習Ⅱ・Ⅲ、教育実習Ⅱ
インターンシップ

保育実習Ⅱ・Ⅲ、教育実習Ⅱ
インターンシップ

（1年次）（2年次）（2年次）
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■ 姫路日ノ本短期大学生及び長期履修生学生の学費の違い

［長期履修タイプⅠの例］
1回生

前期 後期 前期 後期 前期 後期
2回生 3回生

2,458,000円
2,458,000円330,000円325,000円343,200円346,800円343,200円769,800円

568,200円 ーー561,800円558,200円769,800円

合計

長期履修制度利用学生
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オススメの制度です
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の5日間月 ～ 金

（いずれも2年次）

いずれも
2年次（ ）

[幼児教育専攻]

夢
に
向
かって

　
選
ん
で
み
よ
う！

幼稚園教諭一種免許状
基礎資格である学士を取得し、必要な単位
を修得した者は、申請により幼稚園教諭一
種免許状を取得することができます。

学士（教育学）
必要な単位を修得し、学位授与機構から認
定された者は4年制大学卒業に相当する学
士（教育学）を取得することができます。

長期履修制度
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卒業生からのメッセージ

保育コースで学ぶことは、将来
　　どの道へ進んでも必ず役立ちます
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MESSAGE
From OG

　幼い頃から「幼稚園の先生になりたい」という夢を持ってい
た私にとって、この仕事は何よりも楽しいものです。日々感動
の連続ですし、子どもたちは泣いているときも、怒っていると
きも、どんなときだってかわいい。現在は主幹教諭として保護
者対応業務が多くなっているので、保護者の方々が納得のい
くまで不安や悩みを聞いて、子育ての喜びを分かち合えるよ

う心がけてい
ます。
　姫路日ノ本
短期大学は
昔からとても
アットホーム
な校風で、先
生や職員の
方々と、学生
との距離がす

ごく近いんです。私が学生だった頃から、困ったことがあれば
気軽に相談できる雰囲気がしっかりと作られていて、いつも
親身になって対応してもらえました。
　現在は年に一度短大での研修会に参加させていただく
のですが、今も変わらず居心地がよく、施設も充実してい
て、やる気があればいくらでも学べる、そんな環境が整え
られていると思います。そして非常に高い専門性をもった
先生方ばかりで深く学べ、即戦力として働ける力を身につ
けることができます。また保育コースで学ぶことの多く
は、人と関わるための基礎とも言えます。もしも将来、
子どもと向き合う仕事に就かなくても、親として、社会
の一員として役立つ知識ばかりです。
　学生のみなさんには、主体的に学びを深めていってほ
しいと思います。
　恵まれた学生生活を送ってこれたことに感謝しており
ます。

上埜 佳恵
1995年度 保育コース卒業 （兵庫県立香寺高等学校出身）

 認定 愛の光こども園学校法人キリスト教飯盛野学園 主幹教諭

大前 芹菜
2016年度 保育コース卒業 （日ノ本学園高等学校出身）

あゆみ保育園認定こども園 保育教諭

子どもたちの成長を
　　間近で見られる喜び

　私には年の離れた弟が３人いて、弟たちの面倒を見ている
うちに保育の仕事に興味を持つようになりました。高校生にな
る頃にはすでに気持ちが固まっていたので、日ノ本学園高校
の幼児教育進学コースで学び、姫路日ノ本短期大学へ進学し
ました。高校から短大卒業まで、連続して音楽レッスンや付属
幼稚園での実習など専門的な学びを深められたので、日ノ本
を選んでよかったと思っています。
　短大時代に特に思い出があるのは、図書室です。司書さん
がよく声をかけてくださって、保育に使える絵本、季節にあっ
た物語などを教えてもらいました。本当に知識豊富な方で、司
書さんとお話しするのが楽しみでした。そのとき教えてもらっ
たことは、いまも現場で役立っています。
　その後、新卒であゆみ保育園に勤務し、今年で４年目になり
ます。この園ではヨコミネ式保育を採用していて、体操や読み
書き計算などを、それぞれの子どもの力に合わせて指導して
いきます。最初は覚えることばかりで戸惑いましたが、園の先

生方がみなさん優しく相談に乗ってくださるので、なんとか慣
れることができました。いまは５歳児の担任として、子どもの
成長を実感できる毎日にやりがいを感じています。大変だけ
ど、それ以上に楽しい仕事です。
　保育園や幼稚園は、各々違った雰囲気や考え方を持ってい
ます。だからこそ、自分に合った園が必ず見つかるはず。日ノ
本でたくさん学んで、夢を叶えてください。

法律で定められた高等教育の修学支援制度

その他奨学金等

「ひのたん」には、学生の学びを
サポートする様 な々制度があります

Scholarship

本学は対象校に認定されており、この制度の対象者（住民税非課税
世帯・準ずる世帯の学生）は、申請をすれば授業料・入学金の減免及
び日本学生支援機構の奨学金の給付を受けることができます。

※各制度の詳細については学生募集要項をご参照いただくか、入学支援課へお問い合わせください。
※他にも国など公共の奨学金制度も利用できます。  

授業料等減免

姫路市内居住者で成績が優秀な者、所得要件があります。

入学後、下記奨学生の希望者を対象に選考し、該当者に日ノ本育英奨学金を給付します。
詳細は、入学後お知らせします。

入学後の選考による奨学金（日ノ本育英奨学金）

兵庫県保育士修学資金貸付事業（公益財団法人兵庫県保育協会奨学金制度）

給付型奨学金

・日本学生支援機構奨学金相談センター 　0570-666-301
・在学中の学校

支援内容や手続きなどの相談窓口

日本学生支援機構
進学資金シュミレーション

入学金・授業料の減免
と給付型奨学金のシュ
ミレーションができます。

高等教育無償化修学支援

学校推薦型選抜(公募制)、社会人選抜、ファミリー選抜では、入学金相当額の半額または4分の1相当額の給付型奨
学金があります。（一部入学後の選考）

入試（選抜区分）における奨学金制度
総合型選抜（あそび選抜・面接選抜）、学校推薦型選抜（指定校）の入試合格者は、入学金相当
額20万円の奨学金給付で実質入学金が免除となります。

姫路日ノ本短期大学独自の奨学金等修学支援制度
学びたい気持ちを応援する本学独自の奨学金等修学支援制度

※授業料半額以内の相当金額とは、授業料の半額・4分の1・8分の1の相当金額

特待生 入学金及び授業料の半額以内
の相当金額奨学金

保育技術検定
1・2級合格者

入学年度のみ、授業料半額以内
の相当金額奨学金

日ノ本学園
教育基金奨学金 授業料4分の1以内の相当金額奨学金

2年次特待生 2年次、全員を対象に特待生の選考があります。
授業料半額以内の相当金額奨学金

日ノ本学園
後援会奨学金 100,000円1回給付の奨学金自宅外通学者 月1万円の奨学金

•貸与額 月額5万円以内（最長2年間）、入学準備金20万円以内 就職準備金20万円以内

•給付額 月額2万円

卒業の日から1年以内に保育士として登録し、兵庫県内の保育所等で保育士業務に引続き5年間従事した場合は、返還が
免除されます。
修学資金の貸し付け事業

姫路市奨学学術振興事業（姫路市奨学金制度）
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CAREER SUPPORT
進路状況 & 就職実績

幼稚園・保育園・認定こども園の

保育の現場で子どもたちと
ふれあい実践力を身につける
保育の現場での実体験は、指導やサ
ポートを教員や現場の先輩たちがきめ
細かく行ってくれるので安心。たくさんの
感動を実感できることでしょう。

保育士、幼稚園教諭をはじめ
情報処理士などの資格も取得可能。

キャリアデザイン講座Ⅰ（1年次）・Ⅱ（2年次）で
人生設計・職業選択・社会のマナーを学びます。

本学では指定科目の履修によって保育士資格、幼稚園教諭二種免許状、情報処
理士などの資格を取得できます。また、卒業後の進路について個々に応じたきめ
細かな指導を行っています。1年次よりクラスアドバイザーの個人面談もあり、「進
みたい道、就きたい仕事」を明確にして卒業後の進路設定を組み立てていきます。

本学は幼児教育科の単科の短大ですが、「キャリアデザイン講座」や「社会人基
礎講座」を通して、社会のマナー講座、面接試験の模擬体験など就職試験に向
けての学習をします。そして一人ひとりに合った就職先を見つけ、社会に巣立って
いけるようサポートします。

生き方・働き方を設計する力を身につけます。

クラスアドバイザー個人面接
クラスアドバイザーが学生と個人面接を実施。幼児教
育職に適任であるか、また他の施設の方が合っている
か、一般企業ならどの業種を目指すか等話し合い、き
め細かな指導をします。また、学生生活での悩みや問
題などにも相談にのり、解決策を見つけています。

キャリアデザインⅠ
私たちは自分の価値観や適性を見つめ能力を活かし、
いきいきと社会と関わることで大きく成長します。その
ため、キャリアに関する知識や経験を入学後早い段
階から学ぶことが大切です。就学の意義、キャリアデ
ザインの重要性をしっかりと学びます。

社会人メンター制度の導入
メンターとは、優れた助言者や信頼のおける相談相
手のことです。本学では、社会で活躍している卒業生
に、就活の体験談、採用試験のこと、職場の話題や仕
事の素晴らしさ等を聞く機会を設定しています。学生
のロールモデルとして自己のキャリアアップに繋がる
システムです。

キャリアセンターの支援
キャリアセンターでは、いつでも進路に関する相談を
受け付けています。また、幼稚園や保育園に関する資
料を調査し、受け取ることができます。志望や個性に
応じて、個別指導を徹底し就職が決定するまで学生
を支援し、責任をもって相談にあたります。

キャリアデザインⅡ
自己理解・社会理解・職業理解と就職活動のスキル
アップを目的として学生の就職支援を行います。採用
試験対策の面接練習や履歴書作成、エントリーシー
トを中心に正確でわかりやすい文章を書くこと等につ
いて学び、就活スキルを磨き内定獲得に向けた取り
組みを行います。

キャリア支援プログラム

就職支援プログラム

保育コース●保育実習
アルバイトではわからない
貴重な体験を積み重ねて
地元の企業やショップとのタイアップに
より、実際に働く現場で実体験を積み、
教室で学んだ知識・技術を活かして現場
で通用する知恵に変えられるよう実践力
を身につけます。

ライフデザインコース●インターンシップ

ながせこども園　愛真幼稚園　ひかりこども園鳥取県

宣真認定こども園　天王寺保育園　北てらかた認定こども園大阪府

駒沢わこう保育園東京都

朝来幼稚園京都府

県
　
外

三田谷治療教育院　二葉園　ゆたか会　光都学園　
広畑学園　姫路暁乃里　ライフサポート姫路　
さわらびの郷

子ども関連施設・福祉施設 一般企業 他
佐和鍍金工業　TOTO㈱　オーエス産業㈱　㈱アイ・トピア　総合自動車㈱　
おもちゃ王国　ニチイ学館　マルアイ　上新電気　大東科学㈱　三木歯科医院　
桜橋渡辺病院　姫路郵便局　アクエス　ベルクラシック　UTパベック　㈱マーキュリー
カノミ矯正・小児歯科クリニック　西兵庫信用金庫　浩土木工業　ネスタリゾート神戸

●就職先（今年度を含む過去5年）

姫路市

神崎郡 サルビアこども園　姫学こども園　屋形こども園　神崎保育園　

相生市 認定こども園どんぐりの家　保育園ゆりかごの家

宍粟市立神戸幼稚園宍粟市

揖保郡 太子町立龍田幼稚園　はおとの森こども園　二葉保育園　

姫路市立保育所　姫路日ノ本短期大学付属幼稚園　広英保育園　延命保育園　八木保育園　姫路ひまわり保育園　
姫路若葉保育園　まるやま保育園　青山保育園　やぐら保育園　青葉台こども園　飾東保育園　専徳寺保育園　KEIこども園　
萩学園　みどりこども園　津田このみ三宅分園　豊富台保育園　ちびっこランド阿保園　瑠璃こども園　津田このみ学園　
広畑保育園　聖フランシスコ会保育所　保城こども園　白国保育園　すごう保育園　野里こども園　専徳寺ひろはた保育園　
チコハウスやまびこ保育園　妻鹿みどりこども園　勝原保育園　みのり保育園　安室保育園　慈恵保育園　みねあい保育園　
しんきひかり保育園　姫路保育園　景福保育園　網干れんげ保育園　あゆみ保育園　みねあい保育園手柄分園　
さくらインターナショナル　真愛幼稚園　三恵城山こども園　城北しらさぎ保育園　荒川ひまわり保育園　みどりケ丘幼児園
五字が丘幼稚園　やながせ保育園

中
・
西
播
磨
地
区

さわの第二保育園　すばる保育園　北おうじ虹こども園明石市

中筋保育園高砂市

みやま保育所　中央保育園　下東条中央保育園小野市

キューピットこども園加古郡

白竜こども園　多聞こども園　こども園とみた加西市

東
播
磨
地
区

西脇市 黒田庄保育園　つまこども園

多可郡 四恩こども園

園和北保育園尼崎市

枚田みのり保育園　照福こども園朝来市

神戸華僑幼稚園　ふかえ虹こども園　いたやど保育園　多聞台こども園　こども園ほそだ　こども園あゆみ幼児園
モーツアルトパーク＆ライド保育園神戸市

 

県
　
内

東栗栖保育園　龍野太陽保育園　キッズオアシス（院内保育園）たつの市

ルナキューピットこども園　ピュアキッズこども園　ピュアキューピットこども園　日岡保育園　みのりケ丘保育園　加古川こども園加古川市

幼稚園・保育園・認定こども園

地元の優良企業を中心に
多くの求人窓口を用意し
ています。

ライフデザイン 
コース

幼児教育関連施設を
中心に高い就職率を
誇っています。

保　育
コース

地元で築いてきた信頼という
絆が支える高い実績。

就職率

％ 倍
（県内）

求人倍率

100 18.2

赤穂市立幼稚園赤穂市
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1 百周年記念館
2 管理棟（教員研究室）
3

3

12

7

4

5

1

教室棟
4 音楽棟
5 学生ホール（食堂）
6 付属幼稚園
7 体育館

8 グラウンド
9 25mプール
10テニスコート
11日ノ本学園高等学校
12チャペル
13学生駐車場
14来客駐車場

ランチやおしゃべりを楽しんだりと学生たちの
憩いの場、学生ホール。
2階には大教室が。

競技場、リズム教室、視聴覚教室、研究室、更衣室、シャワー室、
クラブ室、管理室などがあります。

学 生 の
発表の場
として、また
様々なイベン
トで活用されるコ
ンサートホールが
あります。

教室棟は2019年に学園の創立125周年事業の一環として建て
替えられ、大講義室の他、図書館やICT関連の演習室、造形などの
実習室が新しくなりました。

美しい自然に恵まれた、総面積87,000㎡の
広大なキャンパスが充実の学生生活をサポートします。
授業に、部活動に。そしてかけがえのない友人との語らいなど
一生の宝物となるキャンパスライフがここから始まります。

美しい自然に恵まれた、総面積87,000㎡の
広大なキャンパスが充実の学生生活をサポートします。
授業に、部活動に。そしてかけがえのない友人との語らいなど
一生の宝物となるキャンパスライフがここから始まります。 チャペル

体育館

音楽棟

教室棟

新しい学び舎

百周年記念館

学生ホール

日ノ本の精神の基盤となってい
るチャペル。そのデザイン、レイ
アウトは建学時のチャペルを模し
ており、すべての卒業生の心の拠
り所となっています。

正門を入ると右手に見える百
周年記念館。卒業生と在学
生、教職員のふれあいの場と
して建設されました。

グランドピアノを設置した12の個
別音楽レッスン室。個々のレベルに
あわせて学べる個別スタイルなので、
ピアノが苦手な人や初心者の方でも安
心です。

グランドピアノだけでも20台以上、12の個別防音レッスン室

学生食堂

緑豊かな
美しい環境が育む
実りある学びのステージ

毎日の通学もマイカーで快適！

駐車場50台完備
自動車通学者のために、キャンパス内に学生専用の
駐車場を完備しています。重い荷物がある日や雨の日
も安心。放課後のサークル活動や自習など電車の時
間を気にしなくてすむから快適です。

2020年度耐震化工事完成

2019年度完成

大教室▼

図書館▼

大講義室▼ テラス▼

造形教室▼ ICT演習室▼

▼
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2 管理棟（教員研究室）
3

3
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4

5

1

教室棟
4 音楽棟
5 学生ホール（食堂）
6 付属幼稚園
7 体育館

8 グラウンド
9 25mプール
10テニスコート
11日ノ本学園高等学校
12チャペル
13学生駐車場
14来客駐車場
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HISTORY SPIRIT

保育者を育成し卒業後も
見守り続けられる環境が整っています

姫路日ノ本短期大学
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 関連施設・講座

心の飾りを

姫路日ノ本短期大学は

【幼保連携型認定こども園】

幼児教育研究センター姫路日ノ本短期大学

地域における幼児教育の拠点

「幼保連携型認定こども園」の職員は「幼稚園教諭免許状」と｢保育士資
格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。一
方の免許・資格を有する方はもう一方の免許･資格を取得する必要があり
ます。このため一定の実務経験者を対象に特例制度が設けられました。この
特例措置を利用して免許状・資格を取得する方を対象にハーベスト医療福
祉専門学校と共同で特例講座を開講しています。

幼稚園教諭の免許状は、小・中・高の教員免
許状と同じように、10年に一度、30時間の更
新講習を受講し、更新しなければなりません。
本学では、その免許状更新講習の実施校とし
て長期休業中の夏と冬の期間に年2回更新
講習会を実施しています。

免許状　　 更新講習幼稚園
教　諭（ ）特例講座

姫路日ノ本短期大学には、永年の実績だけではなく、付属幼稚園や幼児教育研究センターなど、
よりプロフェッショナルな保育者を育成できる環境が整っています。

幼児教育研究センターは、幼児教育に関する学術研究の核施設となるこ
とを目的として、2003年度に開設されました。地域に開かれた大学として

卒業生の卒後教育はもちろんのこと、
短大生を対象の活動として、センター
が所有する教材や絵本などを用いて
の遊びや幼児との関わり方を学ぶな
ど、自主的に保育を研究する場として
の機能も備えています。

付属幼稚園では、姫路日ノ本短期大学の理想とする保育を追求し、より
よい保育環境を目指しています。また、常に学生たちが実習に参加し、子
どもたちと学生の双方がふれあい、学びを実感する場となっています。
2015年4月、保育園機能も併せもった認定こども園へとパワーアップし
ました。

　本学は「心の飾りを」を校訓として、キリスト教主義の精神をもって社会に貢献できる人間の育成をめざして1974年
開学致しました。
　開学以来47年、本学はこの理念を基に、深い専門性と教養を身につけるリベラルアーツを基盤とした教育に力
を注いできました。
　学生が学びを通じて真理を探求する思考力を身につけて、世界に目を向け、その中の一員として、どのように社会の
中で自分の役割を果たしていけるかということを考えられるような人格の形成を目標としています。人の痛みを分かち
合い、「愛と希望」の精神をそなえた人間として成長し、その結果自分の可能性を自覚し、夢と希望をいだき、与えられ
た能力を最大限活かすことができる人間になるような学生を育てる場所でありたいと思っております。

　日ノ本学園は、1893年（明治26年）、「キリ
スト教精神をもって、社会に貢献できる人間
を育成する」を建学の精神として創立されま
した。以来、128年間聖書に由来する「心の
飾りを」を校訓とし、「神を畏れ敬い、人を愛
し、奉仕する人間の育成」を教育理念として
います。
　外面的なものにとらわれず、内面的なもの
を大切にし一人ひとりが、新しい自分との出
会いを豊かな神の恵みの中で体験していく
とき本当の自分のかけがえのなさに目を開か
れる…それが日ノ本の教育の基本です。
　人生で最も重要な幼児期の教育に携わ
るスペシャリストの育成にも日ノ本のこころは
生きています。

日ノ本学園128年の歩み 建学の精神
姫路市下寺町に日の本女学校を開校する

高等女学校程度となる

文部大臣指定校の認可を受ける

財団法人の認可を受け、財団法人日ノ本女学校となる

財団法人日ノ本高等女学校の認可を受ける

新学制による日ノ本学園中学校の設置認可を受ける

日ノ本学園高等学校の設置認可を受ける

財団法人日ノ本学園より学校法人日ノ本学園に組織変更

日ノ本学園短期大学（英語科・幼児教育科）設立認可を受ける 

短期大学第1回入学式を挙行する

短期大学第1回卒業式を挙行する

日ノ本学園高等学校・中学校を姫路市下寺町より

神崎郡香寺町に全面移転する

短期大学付属幼稚園を設立する

幼児教育科に音楽コースを開設する

新学舎及びベテルホールが完成する

創立100周年記念第１期工事体育館、学生ホールが完成する

身体障害者用エレベーターを設置する

学園創立100周年・短大設立20周年記念式典を挙行する

校名「日ノ本学園短期大学」を「姫路日ノ本短期大学」に変更する

短期大学が男女共学となる

短期大学幼児教育研究センターを設立する

幼児教育科にライフデザインコースを開設する

専攻科（幼児教育専攻）を開設する

学園創立125周年記念式典を挙行する

短期大学新校舎完成

体育館耐震化工事完成

1893

1903

1918

1943

1944

1947

1948

1950

1974

1976

1978

1983

1984

1989

1993

1997

1999

2003

2009

2017

2018

2019

2020

日ノ本女学校初代校長
エラ・チャーチ

短期大学初代学長
ルース・コーリング

1
9
0
1
年（
明
治
34
年
）の

学
校
関
係
者

1
9
7
6
年（
昭
和
51
年
） 
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式

付属幼稚園

The Source of Light
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・入学式
・前期授業開始
・新入生歓迎会
・オープン
　 キャンパス

世界文化遺産・姫路城を有する姫路市は、歴史と文化を感じるスポット
はもちろん、ショッピングやレジャー施設も充実。JR姫路駅から新快速
を利用すると阪神間へも便利に足を延ばすことができます。

Outskirts Location

播州赤穂駅 神戸駅

姫路駅32min

36min

Hinotan

月

・オープン
　キャンパス

・オープンキャンパス
・2年次保育実習
・インターンシップ

・前期試験
・オープン
　 キャンパス

・夏季休業              
・オープンキャンパス
・幼稚園基礎実習
・オープンキャンパス

・夏季休業
・後期授業開始

授業は原則前期・後期共に15週（回）。講義・演習の場合、１回の授業は90分です。科目については、通年科目（1
年間を通して行われる授業科目）と半期科目（前期又は後期の期間で完結する授業科目）の2種類があります。

クラスアドバイザー制度
「ひのたん」だからこそできるクラスアドバイザー制度。
教職員が学生一人ひとりに寄り添い学生の成長を信じて、学生の悩み
や学生生活全般について適切な助言や指導をする制度です。
積極的に意見を交わすことで、理解を深め、一人ひとり異なる興味や関
心に寄り添った助言や指導により個性を伸ばし、学びの意欲を高めま
す。学生の質問や相談に丁寧に対応できる「ひのたん」だからこそです。

オフィスアワー
クラスアドバイザーが学生個 の々相談、指導を
効果的に行うために教員ごとに週2日、昼休み
の時間帯などに教員の硏究室を相談室として
開放しています。教員と学生のコミュニケーショ
ンの場として、また学生生活上のあらゆる悩み
ごと相談の窓口として気軽に利用できます。

9：10～10：40 10：50～12：20 13：00～14：30 14：40～16：10 16：20～17：50
月・火・木・金曜

時　限 1 2 3 4
時　間

9：10～10：40 10：50～11：20 11：30～13：00 13：40～15：10 15：20～16：50
水　　　　曜

時　限 1 チャペルアワー 2 3

5

4
時　間

授 業 時 間

授業の特徴 キャンパスライフをもっとエンジョイ
させてくれるグッドロケーション

年間を通して多彩な行事やイベントが満載のひのたん。
学生による学生のための企画・運営が大好評です。

ここでしか味わえない感動のステージ
“キャンパスライフ”の主役はあなたです。

CAMPUS LIFECAMPUS LIFE

4月 55月
6月 7月 8月 9月

1月 3月月1110月
12月

・幼稚園教育実習

・大学祭
・1年次保育実習
・クリスマスツリー
　点灯式

・クリスマス礼拝

・講演会

・後期試験

・施設実習
・卒業礼拝・卒業式
・春季休業
・オープンキャンパス

2月

学生と教職員の距離が近く、アットホームな雰囲気の中で主体的な学びの実現

香呂駅
Kouro St.

周辺環境

入学式
保育実習

卒業式
大学祭

クリスマスツリー
点灯式

クリスマス
ページェント

新入生
歓迎会

11月からキャンパス内のクリス
マスツリーを点灯。クリスマスに
は一般の方にも開放した楽しい

イベントを行います。

学生みんなが一丸と
なって盛り上げる大学祭。
思いっきり楽しもう！

これからは社会人
として大きく

羽ばたいてください

賛美歌から始める
入学式に感動
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