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C O N T E N T S

3 帝京大学短期大学　人間文化学科

人間文化学科、3つの特徴

　グローバルに活躍するために必要な英語や情報
処理技術、社会人の必須スキルであるコミュニケ
ーション能力、相互理解力が身につきます。

即戦力の
ビジネスパーソンとなる
ための基本スキルを習得

3

　徹底した少人数教育をとおして、一人ひとりの
個性と希望に寄り添うきめ細かな指導を実施。学
生が主体的に学び、目標を実現するための支援を
行います。

一人ひとりの個性を
受け止める少人数教育2

「コミュニケーション」「異文化理解」「書道」「芸
術」「ファッション」「心理」「スポーツ」という7
つの科目群を軸とするカリキュラム編成により、
大学への編入学や就職へとつなげていきます。

進路選択の可能性を広げる
7つの学び1

人と人の関係を学ぶ

　人間文化の基本は人と人の関係にあります。日本語によるコミュ
ニケーション能力はもちろんのこと、英語を基礎から応用までしっ
かりと学ぶとともに、異文化への理解を深めます。さらに、心理学
科目を通じて自己と他者の理解を深め、芸術科目によってゆたかな
心をはぐくみます。日本の伝統文化が学べる書道科目が充実してい
ることも大きな特色です。こうして修得した能力をもとに、４年制
大学への進学や、就職につなげていきます。私たちはみなさんの思
い描く未来に向けて最大限サポートします。

木村康平
帝京大学短期大学
人間文化学科長

MesSagE

Three Main 
Features
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授業の特色と内容
C l a s s e s

創造から社会を考える 異なる文化を理解しともに生きる

書を通じて歴史と文化を知る

西恵理佳さん
1年次春期の場合

TIME TABLE
時間割（例）

MON TUE WED THU FRI

1 英語Ⅰ

2 心理学Ⅰ 芸術と社会貢献Ⅰ 韓国文化論Ⅰ 英語Ⅰ 情報処理
演習Ⅰ

3 異文化
コミュニケーションⅠ 中国文化論Ⅰ 世界の情勢

（アジア）Ⅰ

4 日本史Ⅰ 心理学研究の実践Ⅰ ライフデザイン
演習Ⅰ 文書表現Ⅰ

5

　古代より現代まで続く書道は、実用的な文
字にとどまらない意味合いをもっています。
「書」について、そして、その歴史や文化に
ついて知ることが本講義の目的。中国大陸で
書はどのように発展したのか。日本固有の書
道文化はどのように成立したのか。各時代の
代表的な書の作例をとりあげながら歴史的変
遷を把握していきます。

書道史研究

「芸術」はとかく「個人の想いや考え、感情
を表現する」ものと思われがちですが、「共
有する想いをもとに制作する」「制作するこ
とによって想いを共有する」ものともいえる
のではないでしょうか。本講義ではグループ
ワークや帝京大学幼稚園の園児との協働授業
などをとおし、「個人が制作したものを社会
に役立てるてだて」を考えます。

芸術と社会貢献

　私たちの身のまわりでは、外国人との異文
化接触の機会が増えています。異なる社会に
属する人と円滑な人間関係を構築するには、
お互いの文化、社会、習慣、慣習、価値観や
コミュニケーションの取り方を知らなければ
なりません。本講義では「共生」の観点から
「異文化コミュニケーション」について学習
とグループワークを行います。

異文化コミュニケーション

　中高と書道をしていましたが、この学科は書道の講義も
充実。歴史や漢字の成り立ちなどを専門的に学ぶなかで、
その魅力を再確認しました。日本の文化についての学びを
深めながら、国際社会で活躍できるように留学も経験した
い。いまは日本文化学科への編入学をめざしています。

中村美夏さん
人間文化学科2年／鳥取県立鳥取中央育英高等学校出身

書道の魅力を再発見

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

ゆったりとして眺めがよい
ソラティオキッチンで過ご
すランチタイムは最高！

短大生ももちろん部活に所
属可能。バドミントン部で
週5日練習をしています。

スキルアップのためTOEIC
や漢字検定などの資格取得
にとりくんでいます。

MINATSU 
NAKAMURA
- Sophomore -

MOEKO 
YOSHIOKA

- Sophomore -

毎日つけているお気に入り
の香水。石鹸のやさしい香
りでリラックスできます。

　卒業後は地元に戻り、短大での学びを地域のためにいか
したいです。オープンカリキュラムで帝京大学の「観光学」
も受講。地域とも結びついた内容で印象的でした。就職活
動ではキャリアサポートセンターをフル活用。志望企業の
分析から面接指導までていねいにサポートしてくれます。

吉岡萌子さん
人間文化学科2年／島根県立平田高等学校出身

地域に貢献できる仕事をしたい

学生たちに聞く！

MY FAVORITE

MY FAVORITE

MEMORIES

MUST-HAVE
ITEM

VARIOUS
SUBJECTS
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OB & OGOB & OG
卒業生の声

VOICES OF

　選択必修の「異文化コミュニケーション」で
東南アジア諸国や国内の在留外国人について学
んだことで、グローバル化に関心をもち、その
分野の学びを深められる進路を選びました。在
学中は充実した支援体制のもと、幅広く学び、
広い視野と教養を身につけるだけでなく、秘書
検定やMOSなどにも挑戦、無事合格しました。

藤本珠笛さん 2020年卒業

埼玉大学教養学部教養学科
日本・アジア文化専修課程3年次編入学

MESSAGE

CAREER 
PATH

NAME YEAR OF GRADUATION

VOICE #01

AFTER  
GRADUATIONOB & OGOB & OG

八王子キャンパスは
多様な個性の集合体

CareersCareersCareersCareers
資格と就職・進学先For 

The 
Futu

re

教員免許	中学校教諭二種
（英語）

コーチングアシスタント
受験資格

GFI（エアロビック
ダンスエクササイズ

インストラクター）受験資格

キャンプインストラクター
受験資格

主な進路

AHB

アエラス

セキチュー

トップファーム

向学舍グループ

帝京大学

埼玉大学

大正大学

ほか 2021年3月時点

2021年
(%)

CURRICULUM
2年間の学びの流れ
帝京大学短期大学　人間文化学科

パーソナリティと適応の心理
他者理解と人間関係の心理
集団の中での心理
感性と知性の心理
教育心理学
教育評価
家族臨床心理学
各種犯罪者の心理
スポーツ心理学
キャリアとライフデザインの心理
こころの発達
臨床と健康の心理
恋愛と結婚の心理学
学びの心理
栄養学（食品学を含む）
運動生理学Ⅰ
スポーツ解剖学概論
運動処方
フィットネス概論
エアロビックダンス
エクササイズ概論
コーチング概論
スポーツと社会
チームづくりとトレーニング
スポーツに関する医学と栄養
エコ社会論
エコビジネス概論
エコサイエンス
廃棄物処理とリサイクル

●基礎演習Ⅰ・Ⅱ
●英語Ⅲ・Ⅳ
英語コミュニケーションⅢ・Ⅳ
児童文字教育研究Ⅰ・Ⅱ
書道史研究Ⅰ・Ⅱ
創作作品制作演習Ⅰ・Ⅱ
運動生理学Ⅱ
健康と心理Ⅰ・Ⅱ
救急処置法
エアロビックダンス
エクササイズ実習Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（野外活動）
環境関連法規入門
環境系キャリアサポート概論

●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●情報処理演習Ⅰ・Ⅱ
●英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ
●英語Ⅰ・Ⅱ
◎異文化コミュニケーションⅠ・Ⅱ
◎書道文化概論Ⅰ・Ⅱ
◎芸術と社会貢献Ⅰ・Ⅱ
◎心理学研究の実践Ⅰ・Ⅱ
演劇とコミュニケーションⅠ・Ⅱ
演技と演出Ⅰ・Ⅱ
異文化理解Ⅰ・Ⅱ
多文化教育
アメリカ文化論Ⅰ・Ⅱ
イギリス文化論Ⅰ・Ⅱ
中国文化論Ⅰ・Ⅱ
韓国文化論Ⅰ・Ⅱ
書道入門Ⅰ・Ⅱ
名跡鑑賞Ⅰ・Ⅱ
書道用具用材研究Ⅰ・Ⅱ
書道アート表現研究Ⅰ・Ⅱ
篆刻アート表現研究Ⅰ・Ⅱ
版画Ⅰ・Ⅱ
絵画Ⅰ・Ⅱ
ファッションビジネス論
ブライダル論
アパレル管理学
アパレル商品の知識
心理学概論Ⅰ・Ⅱ
心の理解

将来の目標を視野に入れ、専門
分野の知識を身につけ、資格取
得をめざします。帝京大学の開
講科目の一部を履修可能。

年1 Freshman

大学への編入学や就職など、卒
業後の進路にあわせて、選択科
目を履修可能。英語力向上のた
め短期留学に参加できます。

年2 Sophomore

Teikyo University 
Junior College
Department of 

Human Cultures

Webシラバス
を見る

●：必修　◎：選択必修　無印：選択

※2つ以上の資格（教員免許を含
む）を取得する場合は2年以上か
かることがあります。
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ビジネス社会で活躍するために

　ビジネスという言葉は幅広い内容をもっています。ビジネスは生
産や消費だけでなく、契約や取引等、日常生活に見られる経済的行
為を含みます。取引先での名刺交換や社内での電話の遣り取りもビ
ジネスの一端を占めます。また、ビジネスは「企業」を指し示す言
葉でもあります。
　現代はビジネス社会です。この社会での活躍をめざす学生は、ビ
ジネスに関する正しい知識を学ばねばなりません。ビジネスの主体
は人間ですから、自分を含む人間の探究が求められます。心理や哲
学的な思索も必要となるでしょう。
　学生は進学か就職か進路を選択しますが、ともにビジネス社会で
活躍できるための学修を2年間行います。本学科では、例年、経済
学部への編入に実績をあげています。また学内推薦を得た学生の有
力企業への就職実績も堅調を保っています。これらの実績を一層積
み重ね、本学科での学びが学生の将来を開くことができるように、
教員は一丸となって努力します。

佐藤光宣
帝京大学短期大学
現代ビジネス学科長

MesSagE

現代ビジネス学科、3つの特徴

　文書表現・プレゼンテーション・コミュニケー
ション・ビジネス英語の各能力に重点を置いた少
人数教育を実施。きめ細かい指導によって、情報
活用能力の向上をめざします。

少人数教育で
情報活用能力を
重点的に育成

3

　オープンカリキュラム制度により帝京大学の経
済・法・文・外国語・教育学部などの科目が履修可
能。卒業後は就職のほか、帝京大学の各学部への
編入学制度（医療系を除く）も用意されています。

帝京大学の科目も受講可能
編入学制度も
用意しています

2

　現代のビジネス社会に対応できる人材育成を目
的に、「現代ビジネス」「ビジネス実務」「経済・経
営」の3領域を軸とした、実用的なカリキュラム
を用意しています。

ビジネス社会での
実践的知識・技術を

習得できるカリキュラム
1

Three Main 
Features
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授業の特色と内容
C l a s s e s

実践的にビジネスを学ぶ 教養としての経済史

現代社会を支えるスキルを獲得する

奈良優杏さん
1年次秋期の場合

TIME TABLE
時間割（例）

MON TUE WED THU FRI

1 社会情報論Ⅱ 入門マクロ
経済学Ⅱ

2 文書表現演習
Ⅱ

文書表現演習
Ⅱ

ビジネス実務
Ⅱ

ライフデザイン
演習Ⅱ

ビジネス英語
Ⅱ

3 経営学総論Ⅱ オフィス
マネジメントⅡ

4 経営学Ⅱ

5 情報社会環境論Ⅱ

　現代社会は企業によって支えられています。
そして企業はAIやIoTの普及により、従来に
もまして高度なマネジメント能力を要求して
います。したがって、マナーから事務処理能
力まで、オフィスマネジメントの知識を習得
することは、現代社会に必須の教養であると
ともに、受講生の将来設計にも有効なツール
となります。

オフィスマネジメント

　現代のビジネス社会には幾多の仕事があり、
職種により社会関係が定められるともいわれ
ます。この講義では、事務職や営業職などの
実務の内容とフローに関連づけながら、個々
のワーカーが仕事を処理していく知識と理論、
スキルを学習し、グループ別の調査と討論、
発表と評価をとおし、基礎的な実務レベルの
理解をめざします。

ビジネス実務

　みなさんの暮らしている現在の資本主義経
済がどのように生まれて、現在のかたちをと
るにいたったかを段階的に考察します。西欧、
とくにイギリスの産業革命やそれによって派
生した所有権の概念をとりあげながら、文化
とそれを構成する人間性の変化の相互連関も
視野に入れる講義により、広範な学問領域の
基礎が身につきます。

経済史概論

　将来につながる多様な学びがこの学科の魅力。いまは編
入学をめざしていますが、短大で可能性を広げ、方向性を
見定めながら次に進めるのは大きなメリットだと思います。
誰かをサポートする方が自分には向いているので、将来は
漫画の編集者になり作者の思いを読者に伝えたいです。

石原礼奈さん
現代ビジネス学科2年／神奈川県立追浜高等学校出身

次のステップにつながる多様な学び

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

高校のときは英語が大の苦
手。受験勉強で活用したこ
の参考書で学力が向上！

大学ではレポートが必須。
書き方を順序立てて説明し
た参考書は役立ちます。

スライドの授業が多く、板
書も少ないので、ノートよ
りルーズリーフが便利。

RENA 
ISHIHARA

- Sophomore -

UKYOU NARA
- Sophomore -

講義でもノート代わりに使
用するパソコン。手書きよ
りもラクでまとめも簡単。

　「文書表現」の読書術という講座を受けたことで、本の
読み方が変わりました。情報がしっかりインプットされ、
身についている実感があり、すっかり本好きに。将来の目
標は起業。そのために経営学科へ進学し専門的に学び、帝
京大学の理念にもある「自分流」で会社を起こしたいです。

奈良優杏さん
現代ビジネス学科2年／東京都立松が谷高等学校出身

「自分流」で会社を起こす

学生たちに聞く！

RECOMMEND

RECOMMEND

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM

VARIOUS
SUBJECTS



12 13 帝京大学短期大学　現代ビジネス学科

OB & OGOB & OG
卒業生の声

VOICES OF

　印象に残っている授業は「時事問題演習」。
興味をもつ時事問題についてパワーポイントを
作成するために見やすさや話し方を工夫するな
かで、伝えることの難しさを知りました。就職
に関する講義や編入について先輩方の意見を聞
ける場が多いのも短期大学の利点です。進路に
悩んでいた私にはとてもよい機会でした。

小林桃花さん 2020年卒業

帝京大学経済学部経営学科
3年次編入学

MESSAGE

CAREER 
PATH

NAME YEAR OF GRADUATION

VOICE #01

AFTER  
GRADUATIONOB & OGOB & OG

学んで、考えて
実践力を身につける

CareersCareersCareersCareers
資格と就職・進学先For 

The 
Futu

re

教員免許　中学校教諭二種
（社会）

コーチングアシスタント
受験資格

キャンプインストラクター
受験資格

※2つ以上の資格（教員免許を含
む）を取得する場合は2年以上か
かることがあります。

主な進路

タリーズコーヒー　　
ジャパン

TBCグループ

医療法人社団好誠会　
塚越歯科医院

社会福祉法人	五彩会

メデイ

医療法人東慶会　　　
多賀歯科医院

帝京大学

東京経済大学

日本大学

ほか 2021年3月時点

2021年
(%)

CURRICULUM
2年間の学びの流れ
帝京大学短期大学　現代ビジネス学科

入門マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
経営学総論Ⅰ・Ⅱ
簿記原理Ⅰ・Ⅱ
会計学原理Ⅰ・Ⅱ
経済史概論Ⅰ・Ⅱ
統計学Ⅰ・Ⅱ
観光学入門Ⅰ・Ⅱ
観光地理学Ⅰ・Ⅱ
リスクと保険Ⅰ・Ⅱ
コーチング概論
スポーツと社会
チームづくりとトレーニング
スポーツに関する医学と栄養
エコ社会論
エコビジネス概論
エコサイエンス
廃棄物処理とリサイクル

●基礎演習Ⅰ・Ⅱ
●文書表現演習Ⅲ・Ⅳ
●時事問題演習Ⅲ・Ⅳ
●ビジネス英語Ⅲ・Ⅳ
ビジネス・情報関連法規
ホスピタリティサービス論
国際観光論Ⅰ・Ⅱ
サービス・マーケティングⅠ・Ⅱ
国際経済論Ⅰ・Ⅱ
経済政策論Ⅰ・Ⅱ
上級簿記Ⅰ・Ⅱ
金融論Ⅰ・Ⅱ
財政学Ⅰ・Ⅱ
観光経済学Ⅰ・Ⅱ
観光経営学Ⅰ・Ⅱ
現代企業論Ⅰ・Ⅱ
日本経済史Ⅰ・Ⅱ
スポーツ方法実習（野外活動）
環境関連法規入門
環境系キャリアサポート概論

●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●文書表現演習Ⅰ・Ⅱ
●時事問題演習Ⅰ・Ⅱ
●ビジネス英語Ⅰ・Ⅱ
ビジネス実務Ⅰ・Ⅱ
オフィスマネジメントⅠ・Ⅱ
ビジネス実務演習Ⅰ・Ⅱ
ホスピタリティマネジメント概論
ホスピタリティ演習
ホテルマネジメント論
フードサービスマネジメント論
トラベルマネジメント論
エアラインマネジメント論
ファッションビジネス論
ソーシャルビジネス論
社会貢献とビジネスⅠ・Ⅱ
日本経済入門Ⅰ・Ⅱ
入門ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ

必修科目で基礎をつくり、高度
で最先端の知識・技術を習得。
編入学希望者は、帝京大学の開
講科目の一部を履修できます。

年1 Freshman

現代ビジネス、ビジネス実務、
経済・経営の３領域を中心に、
知識と技術を磨き、ビジネスに
直結する実践力を高めます。

年2 Sophomore

Teikyo University 
Junior College
Department of 
Contemporary

Business

Webシラバス
を見る

●：必修　無印：選択
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学生へのサポート

BACKUP SYSTEM

1 グローバルな視野を得る留学プログラム

2 独自の学費支援制度

3 人間文化学科：英語基礎力の充実

4 現代ビジネス学科：必修4科目の学び

　単位認定制度があり、留年せずに参加できる留学として、長期休暇中
の約3週間のホリデー留学やイギリスのダラム分校への約6ヶ月の短期
留学があり、語学力の向上やグローバルな視野の獲得が期待できます。

　英語はもちろんですが、アメリカ
の歴史や文化について学ぶことも多
かったです。現地の方がどこでも気
さくに話しかけてくれたのが印象的。
もっと積極的に話せるようになりた
いと痛感しました。

　現地では日常会話を中心に学びま
した。フィールドワークもあり、買
い物などを通じて実践的に学ぶ機会
もありました。この経験を無駄にし
たくなかったので、帰国後も英語の
勉強は継続しました。

坂村琴音さん
2019年人間文化学科卒業
アメリカ／コロンバス州立大学へホリデー留学

西尾彩香さん
2019年現代ビジネス学科卒業
イギリス／ダラムキャンパスへホリデー留学

　帝京大学短期大学には、在学中、半年
ごとに選考され奨学金が給付される帝京
大学短期大学成績優秀者奨学金制度があ
ります。前セメスターの成績上位者に、
第一種奨学生は各学科1名に10万円給
付、第二種奨学生は両学科合わせて10
名以内に5万円給付されます。

　また、専門領域をさらに深めたい学生
のために、帝京大学への編入学試験（学
科試験／面接／書類審査）を実施してい
ますが、学業成績（1年次）が優秀な学
生を対象に学科試験が免除される特別編
入学試験があり、入学金免除となる制度
もあります。

　人間文化学科では、学生はグローバル
化した現代社会で必要となる英語力の基
礎を学ぶことになります。そこで英語科
目である「英語Ⅰ・Ⅱ」と「英語コミュ
ニケーションⅠ・Ⅱ」を連携した科目と
とらえ、英語を総合的に集中的に学べ
るように工夫しています。「英語Ⅰ・Ⅱ」
では日本人教員が	grammar	や	reading	

が中心となる授業を行い、「英語コミュ
ニケーションⅠ・Ⅱ」では英語のネイテ
ィブの教員が	conversation	を中心とし
た授業を行うなど、学生がバランスのと
れた英語力の基礎を学べるように、それ
ぞれの科目の教員が連携して、高い学習
効果が期待できるような授業を展開して
います。

　現代ビジネス学科では、「ライフデザ
イン演習」「基礎演習」「時事問題演習」
「文書表現演習」を必修科目としています。
これは、知性と教養の修得を本学科では
重視しているためです。
　これら諸科目は相互に密接なかかわり

をもっており、学びは成果論文指導を含
むと同時に、人間や社会の本質的理解を
めざすものです。
　このような体系的な学習を円滑に推進
するため、各教員は学生を全力で一貫し
て支援します。

留学プログラム利用者の声

留学プログラム利用者の声


