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春の保護者会のしおり
リフォームされた
ピアノレッスン室

整備された学生駐車場

学生が植えた花が咲き誇って、
みんなの登校を待っています！
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藤田利久

柔らかな緑が目にまばゆい季節となりましたが、皆様にはご健勝にてお過ごしでしょうか。
日頃より本学へ深いご理解と多大なご支援をいただいておりますこと心から御礼申しあげます。
このたびの新型コロナウィルス感染症拡散防止の緊急事態宣言により日常生活をはじめすべて
に支障をきたしております。このため本学学事日程も大幅に変更せざるを得なくなり、新学期の
対面授業開始も大幅に遅れております。お嬢様にはたいへんご迷惑をおかけしていること誠に
申し訳なく深くお詫び申しあげます。本学では教科書や課題プリントなどを皆さんにお送りし、
可能な科目については授業内容をネット配信を行うなどで、対面授業開始までの教育にできる
限り支障をきたさないようにと教職員一同懸命に努力をいたしております。
このような状況下で、まず、最初に新入生と保護者の皆さまには入学式を挙行できなかった
ことをお詫び申しあげなければなりません。新入生をお迎えするにあたって、教職員もたいへん
楽しみに周到な準備をいたしておりました。また、２年生の皆さんには幼稚園実習を間近に控え
たこの時期に、パンデミックともいわれる新型コロナウィルス感染症のまん延で実習中止を余儀
なくさせられました。準備を重ねていた皆さんの残念な気持ちは教職員も同様に感じております。
しかし、本学の学生は保育者になるための資格や免許状を取得しなければなりません。その
ためには資格取得に必要な科目を履修し、保育実習や教育実習も必ず行わなければならない点が
講義で単位修得できる学科と大きく異なるところです。そのため本学の学生は夏休みも冬休みも
返上して授業に取り組まなければならなくなります。
人生でもこのような困難な状況に遭遇することはそれほど多くはありません。しかし、この
ような困難な時こそ保育者は社会や保護者から期待され、必要とされていることがはっきりと
見えてきたと思います。人や社会は恐怖や災難を通して強くなるといわれます。強くなるために
は知識と技術を駆使し自らの知恵と行動で、いかなる状況をも乗り越えなければなりません。
現代は多くの情報源からの雑多な情報に囲まれています。正しい行動をとるためには正確な
情報がなければなりません。人間は不安や恐怖の状態に置かれたときに判断が鈍くなり、不正確
になります。さらに不安のあまり自己中心的で排他的、差別的（いじめの元凶）になりがちにも
なります。それらを跳ね除け、
「正しい行動とは何か」を考えて行動しなければなりません。
これは子どもや保護者・社会から信頼される保育者を目指する本学の学生皆さんにとっては、
非常に重要な課題だと思います。皆様のお嬢さまはこれから専門的な知識を実際生活に根差した
体験で裏付け、自己肯定感を高め、本学の学園訓「気品・知性・奉仕」の精神に基づき、自分自身
を「責任ある社会の一員」と考えて、この変化の激しい社会で生きていることを誇れる人となる
学びの途に就きます。
保護者の皆さまもお嬢さまが、このような時だからこそ、学び合い、助け合い、困難を克服し、
埼玉純真短期大学で有意義な学生生活を過ごせますようご理解とご支援をお願い申しあげます。

授業実施と学生支援について
学科長・教務部長
小澤和恵
日々変わる新型コロナウイルス感染症の拡大のニュースととともに、緊急事態宣言をうけ、
授業開始日に度重なる変更が生じておりますことをお詫び申しあげ、ご理解とご協力いただいて
いることに心より感謝申しあげます。
現時点での授業開始時期とその間の支援体制、履修に関することなどをお知らせいたします。
１．授業実施について
＜対面授業の開始予定＞
大学での 1 年生の授業開始、2 年生の授業再開は 6 月 1 日（月）からといたします。
それに伴い、5 月 29 日（金）クラス集会を下記の予定で行います。
クラス集会の内容：
「履修登録」
「このような状況下での人として保育者として大切な考え方」の指導
5 月 29 日（金）クラス集会日程
1 年Ａ組

９：３０～１１：００

2 年Ａ組

１０：００～１１：３０

1 年Ｂ組

１１：１０～１２：４０

2 年Ｂ組

１１：４０～１３：１０

1 年Ｃ組

１３：３０～１５：００

2 年Ｃ組

１４：００～１５：３０

1 年Ｄ組

１５：１０～１６：４０

2 年Ｄ組

１５：４０～１７：１０

※5 月 29 日（金）の学食の営業はありません。
※スクールバスについては近くなりましたらＨＰに掲載いたします。
※マスク着用など、ウイルス感染に留意して登校するようお願いいたします。
＜対面授業開始までの授業支援＞
5 月１８日（月）よりいくつかの授業において遠隔授業（Web 授業）が行われます。
詳細は別紙資料をご覧ください。
２．授業以外の支援体制について
学生との電話個人面談をいたします。
5 月 11 日（月）から学生個人面談を電話にて行います。
原則、1 年生は担任、2 年生はゼミ担任が行います。
電話面談の予定日時は担当教員より学生に連絡させていただきます。

３．履修に関することについて
前期の履修登録は、この資料の１．にありますように、5 月 29 日（金）クラス集会でして
いただく予定です。
卒業と希望する資格・免許取得のために必要な科目・単位の履修ができるように指導いたし
ます。
＜単位取得の条件等＞
履修、単位取得に関することは、学則、規定等で定められており、それらはすべて学生便覧
に記載されていますので、詳細はそちらでご確認ください。
履修した科目の授業に出席し、しっかり学習し、その科目が求める学習成果を修めなければ
単位取得にならないことはもちろんですが、以下のことは特に注意するよう指導しております。
①どの科目も半期 15 回の授業（今年度前期については、Web 授業も回数に含む場合有）が
行われ、その２／３の出席が必要です。つまり６回以上の欠席があると単位は取れません。
②遅刻、早退は３回で１欠席となります。
また、遅刻、早退として認められるのは３０分までです。
（３０分以上の遅刻、早退は、欠席になります）
③履修登録や履修変更、追再試の手続き等の期日、また課題やレポートの提出期限を守りま
しょう。
期日が守られない場合、原則として提出は認められません。
担任教員が学生の欠席を 3 回把握した時点で学生本人への指導を行い、改善が見られない
場合は、保護者の方にもご連絡させていただきます。
各家庭におかれましても、ご理解とご指導をお願い申しあげます。
４．今後の予定（年間予定表）
年間予定表については、今年度は度重なる変更が生じています。今月中に、HP でお知らせす
ると同時に学生にも配布する予定ですので、ご確認よろしくお願いいたします。

皆々様の心身の健康を心から願いながら
できる限りの学生支援を進めてまいりますので
よろしくご理解とご協力をお願い申しあげます。

令和 2 年 5 月吉日

学生生活について
埼玉純真短期大学
学生部長 髙橋

努

長期にわたる外出自粛で、大変なことと思います。
1 年生は、オリエンテーション以来、みんなで集まることもできず、
2 年生は、幼稚園実習の延期も決まり、自宅での生活が長くなっていますが、
生活習慣を乱すことなく、しっかり学ぶ準備を整えることがとても重要です。
また、そのための遠隔授業（課題中心型）も、始まろうとしていますので、対面授業が
始まるまでのこの期間の過ごし方等について、お話ししておきます。
☆インターネット使用について☆
インターネットは、とても便利なものではありますが、個人情報や
様々な管理をしっかりとしないと、とても危険なものであることを理解してください。
・ログイン ID やパスワードの管理を徹底する。
・SNS（LINE、Facebook、Instagram など）で、個人情報を公開しない。
合わせて、友人の情報をはじめ、大学での講義内容なども、公開しない。
（たとえば講義の写真や動画など）
☆言葉遣い☆
・あいさつをきちんとする。
・授業の始まり、終わりのあいさつは姿勢を正して、大きな声で。
・普段から言葉遣いには注意し、丁寧な言葉遣いを心がける。
☆生活習慣☆
・授業が始まるまでの間も、規則正しい生活をする。
・アルバイトは、講義や実習とのバランスを考える。
☆整理・整頓☆
・ロッカーの上に荷物を置かない。
・使用した教室の電気・エアコンを消す。窓は閉める。
・ゴミの分別を徹底する。
・指定場所以外での飲食の禁止。
・教室などでのスマートフォンなどの充電は禁止です。
☆交通安全等☆
・自動車通学の学生は、大学の正門を出るときに必ず一時停止すること。
・ゆずりあいの精神を忘れずに！

保護者会資料

令和２年 5 月
実習指導委員会

実習について
新型コロナウイルスの影響で、自粛要請が続いており、２年生の 5/18（月）〜6/5
（金）に予定されていた幼稚園応用実習が 9/28（月）〜10/16（金）に延期されま
した。延期と聞いて心配されている学生もいるかと思いますが、あくまで延期なので、
心配いりません。現在、教職員一丸となり実習時期の調整をしております。保育所実習
は、今のところ予定通り行う予定です。在宅期間に課題に取り組み、外出自粛と検温・
健康観察を行い、大学再開の日に笑顔で会えることを願っています。

１ 免許・資格取得に必要な実習
本学で次の資格・免許を取得する際には、実習を行う必要があります。
免許・資格

必要な実習

幼稚園教諭二種免許状
保育士資格

幼稚園における 4 週間の実習
保育所における 22 日間の実習
施設における 12 日間の実習

２ 実習の流れ（取得免許資格と実習時期）

幼稚園二種免許状

１年生

保育士資格

幼稚園基本実習
１年次９月：１週間

施設実習
１年次２月：１２日間

２年生

保育所実習
２年次７月：１１日間

保育所実習
幼稚園応用実習

卒業

２年次９月：１１日間

２年次１０月：３週間

*新型コロナウイルスの影響により、実習時期が変更になる場合がある。
（上記の実習時期は５月地点）

３ 実習審査
実習を実施する学生は、事前に実習審査を受け、
「適格」の判断を受ける必要があります。
これは、
「実習資格審査基準」をもとに教授会で審査されます。
（学生便覧に掲載）

審査を受ける前提
・校納金の納入等が適正になされていること
・麻疹及び風疹に対する抗体価等の確認ができていること

実習資格審査基準
3 つの基準

重点科目等
日本語検定 4 級

実習ごとに決められて
いる重点科目の単位
を修得しているか

総合的な判断

健康状態

生活及び学習態度等
生活態度：本学の建学の精神に則って生活しているか
学習態度：出席や提出物の状況及び成績に問題はないか
既に行った実習において大きな問題がないか

実習を実施する上
で、健康上の大きな問
題がない。

以下の場合は、実
習が許可されない

以下の場合は、実
習が許可されない

以下の重点科目を
履修していることが
条件

重点科目
(1) 保育所実習
「保育原理」
「保育内容総論」
「幼児教育者論」
(2) 施設実習
「社会福祉」
「社会的養護Ⅰ」
(3) 幼稚園教育実習（応用実習）
「教育原理」
「幼児教育者論」
「教育課程と保育の計画・評
＊実習資格審査基準 第 5 条

実習審査の前の学期までの授業科
目の成績が全体的に不良である場合
は不適格の対象とする。なお、授業
科目の成績が全体的に不良である
合とは、授業科目の成績に「Ｆ」があ
る場合、又は「Ｃ」が成績認定された
授業科目数の 30％以上ある場合が
目安となる。
授業で課されたレポートその他の提
出物、授業の出席状況、授業態度及
び日常 の生活態度等に問題がある
と判断される場合。
当該実習以前に行った実習や事前
指導の評価や内容等に大きな問題が
あった場合。
＊実習資格審査基準 第 6 条

現在、心身に関わる疾患・障
害において顕著な症状を見せ
ており、実習を行うことが危ぶ
まれる状態と判断される場合。
実習先の園児、児童及び利
用者等に危害を与える懸念や
可能性があると判断される場
心身の疾患・障害に関する症
状に自覚があり、通院し薬を使
用しているものの、コントロール
ができていないと判断される場
合。あるいは自覚もなく、コント
ロールもできていない場合。
＊実習資格審査基準 第 6 条

納入金が支払われていることが審査の前
詳しくは、後掲の「実習資格審査基準」を参照のこと。

４ 実習を成功させるために（保護者の皆様へ）
生活の中で
・挨拶（おはようございます。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま。お
帰りなさい。おやすみなさい。など出来ていますか?）
・言葉遣い（時と場に応じた使い分けなど出来ていますか?）
・身だしなみ（髪型、爪なども…生活圏の中にある園が将来の就職先になる可能
性があります。
）
・規則正しい生活（遅刻が重なると実習中止も）
＊上記の項目は、主に日常の生活の中で培われるものです。学校でも指導してお
りますが、ご家庭での促しも是非お願いいたします。
実習中
・実習先からの課題や実習日誌で本人は、かなりの負担を負いますので、ご家族
の方のサポートをお願いします。
健康管理…特に食事（好きなもの、栄養のあるものを用意して
あげてください。
）

時間管理…実習中は、課題が多く、睡眠時間が短くなる傾向があります。
時には、朝、起きられない事もあるかと思います。その時は…
・実習中は、慣れない人間関係の中で、多くのストレスを抱えます。話を聞いて
あげてください。そして、励ましてあげてください。
実習における評価項目
Ⅰ実習態度

Ⅲ保育技術

1 仕事に関して責任感や積極性がある

1 子どもとのかかわり方

2 明るさや協調性

2 適切な言葉がけや説明の仕方

3 挨拶や正しい言葉遣いができる

3 周到な指導計画と遂行力

4 勤務上の諸注意を守る

4 教材や教具の準備と環境整備

Ⅱ子ども理解

Ⅳ保育者としての資質

1 発達段階の理解

1 表情の豊かさや子どもへの愛情、思いやり

2 子ども一人ひとりの個性の把握

2 情緒、感情の安定性

3 子どもの友達関係の理解

3 誠実さや明朗性
４ 研究心、向上心や創意工夫

＊総合評価

５・４・３・２・１

上記の評価項目はほんの一例ですが、実習では、学生がこのような観点で評価されま
す。これらの評価は、学生との個人面談の形で、学生に返され、自身の評価と今後の課
題につなげていきます。

最終的に（実習が 2 期に分かれている場合は、後半の実習評価で）総合評価として
「５・４・３・２・１」の評価を受けます。
「１」の評価を受けると資格習得が困難にな
ります。その際、本人と面談の上、必要に応じて再実習が必要か否か等について実習指
導委員会等で検討されます。また、再実習が可能と判断された場合は、実習先への実習
指導費等を別に負担していただくことになります。

＊学生が将来の夢をつかむことができるよう
教職員一同、全力でサポートする所存です。
ご家庭でのご協力もお願いいたします。

進路支援
１、

2020，5 月 保護者会

昨年度の進路について

本学の学生の進路におきましては、常日頃から温かいご支援と見守りを頂いておりますことを、
心から感謝申し上げます。
表１ 201９年度（昨年）の求人について
数

種別

保育所

幼稚園

こども園

施設

計

求人人数（人） ３６８３

８２８

８０６

７８５

６１０２（人）

求人件数（件）

３２５

２４８

１３６

１４４５（件）

７３６

２０１９年度も、卒業生全員が希望する園や施設などに就職することができました。
（表１）
本学の学生は保育現場での評判はとても良く、２０１９年度は本学に計６１０２人の求人数があ
りました。求人件数としては１４４５件でした。また昨今の社会状況や保育者不足も伴い、幼稚
園教諭、保育士の資格を持って卒業する本学の学生は、今後も一層多く求められると考えられま
す。これもひとえに保護者の皆さまのご支援によるものと感謝いたします。
表２ ２０１９年度卒業生の就職先（人数）
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表２

２０１９年度の就職先の地域
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埼玉県

東京都

進路を決めるにあたって、重視したこと

1 位 園や施設の雰囲気や人間関係

2 位 通勤距離

3 位 評判

4 位 園や施設の教育内容など
5 位 園や施設の設備
6 位 勤務時間
２、 本学の進路支援について
7 位 福利厚生
8 位 試験内容 論文・ピアノの試験・絵本読みなどの技術
9 位 実習園である 10 位 職員研修の充実
卒業時アンケートより

２、本学の進路支援
本学では学生が 2 年間の学びと夢の実現を目指してより良い就職に向けて、 ①入学から卒業
に至るまでのキャリア教育の充実

②進路支援の充実

に取り組み、卒業後も③リカレント教育

の充実の進路支援活動を推進しております。
本学の進路支援は 1 年次の「入門ゼミ」に始まり、2 年次の「専門ゼミ」
「キャアリアガイダン
ス」を柱として、教職員が一丸となって進路をサポートしています。
1 年次には就職を考える機会として、園長や施設長の講話、先輩との話し合い（3 回）
、園や小
学校との連携授業など、保育や教育現場を知る多くの機会を設けています。本年も７月、および
後期授業において、多くの園や学校と交流をする予定になっています。このように、本学では現
場と触れ合う機会が多いため、学生の実習や就職への意識が高まり、主体的に自らの将来を考え
るようになっています。
２年次は、１年生で学び経験したことを基に、幼稚園後期実習（３週間）保育園・施設実習（Ⅱ・
Ⅲ４週間）を行い、自らのキャリアを磨き、それらが就職に繋がっていきます。
〇キャリアガイダンス
・履歴書、就職先志望理由の書き方、試験の受け方、面談の受け方などの指導を行います。
・卒業した保育現場の先輩を招き、先輩から就職に関する講話やアドバイスを頂きます。
・群馬県私立幼稚園。認定こども園統一テスト、栃木県幼稚園・こども園説明会、公立試験
についてのガイダンスをします。説明会には教員が引率します。
〇個別指導－保育現場での経験を持つゼミ担任と就職支援部の教職員が、学生ひとり一人に応じ
た個別就職指導を行い、学びを求め進学する学生には、編入試験対策を行います。
〇教職教養演習（選択）における指導
・群馬県統一試験、各地域公立園希望者に対して、試験対策を行います。
表4

1，2 年生の就職へのプロセスと指導

２年生進路支援・
（ゼミ・キャリアガイダンス）
1 年生・キャリア支援
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
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＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
履歴書作成指導・就職について
公立試験対策
入門ゼミ（必修・1
年間） 園長先生を招いて
月
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
保育実習Ⅱ
公立試験・群馬県私立試験対策
6月
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
栃木県幼稚園・こども園説明会 群馬県統一テスト
保育園との交流
7月
ボランティア
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
面談・技術試験対策
幼稚園後期実習ｓ
伝えあい（幼稚園）
8月
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
保育所・施設実習Ⅲ
幼稚園教育実習(前）
9月
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
園見学・就職試験
小学校・保育所との連携授業
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
先輩先生ようこそ
伝え合い（施設）
10 月
＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾＾
決定後の過ごし方
伝え合い（保育所） 施設実習
11 月
～
注；本学主催の 9 月の合同就職説明会は、
新型コロナ感染症拡大のため安全面を考え未定です。

〇就職する園や施設は実習園だけではないので、積極的に 1 年生からボランティアに行き、2 年
生では気になる園があれば見学して、就職を主体的に考えるよう指導しています。ご家庭でも機
会をみて、実習や就職に関する話をされてください。
〇地域の就学支援金を受けている学生は、その地域の延長保育のある幼稚園、保育園、認定
こども園、施設に就職できます。詳細は受験の際、就職園に確認します。
〇本学では、今年から就職支援室に閲覧の掲示板の他、パソコンを４台置き、学生がいつで
もすぐに求人票を閲覧し、相談できるような取り組みを行っています。８月以降、求人数が
集中します。閲覧ご希望の方は進路支援部に連絡ください。
〇心配なことなどがございましたら、いつでも進路支援部にお問い合わせください。
Q＆A
Q 今年は新型コロナ感染症のため、授業や実習が遅れて就職が心配です。
A

幼稚園教諭・保育士はどのようなときも必要とされ、ここ最近で求人が減ることはまずあり

ません。今年は、新型コロナの影響で政府の要請を受け、どこの養成校でも授業や実習が遅れて
いますが、就職のタイミングは同じです。特に埼玉純真は卒業生の評判も良く、
「純真生しか採用
しない」という園も多くあります。心配はいりませんが機会を見て進路の話をされてください。
Q２ 公務員試験を受けたいと考えているようですが、今年はどうなりますか？
A２ 公務員試験は、毎年ほとんどが同じ時期に行われています。試験課題は地域によって傾向
がありますから、担当教員が配布した課題やテキスト、過去問に取り組み、また受けたい地域の
志望動機を明確にしておくとよいでしょう。学生にはいつでも、公務員試験の専門の担当教員や
進路指導委員が指導及び対応できるようにしています。
Q３ どこに就職したらよいかわからないようなのですが。
A3 今はまだ焦ることはありません。多くの実習の経験、交流、ボランティア、見学などで次第
に就職先が見えてきます。ただ就職は社会人として生きていくことで、厳しさもあります。学生
には、生活環境を整えること、様々な施設や園を知ること、理論と技術を身につけ得意なことを
増やすことなど、自ら努力することで視野が広がり、次第に先が見えてくることを伝えています。
G4 実習が不安なようです。
A4 保育の得るための実習は、誰でも初めてのことですから不安はあたり前です。ただ実習園は、
学生将来に向けて良き保育者となることを願って、忙しい中で実習を受け入れて下さっています。
待っていてくれる先輩もたくさんいます。大学できちんと学び、生活を整えておけば何の問題も
なく実習することで成長できます。そして園や支えてくださるご家族に感謝の気持ちをもって素
直な心で実習に向かえば、良い実習や就職につながると考えています。
◎学生一人一人が納得のできる、夢あるよき就職ができるよう、教職員全員で
お嬢様方の進路に取り組んでいきます。不安なことは、どのようなことでも大学
の進路支援部にお問い合わせください。
進路支援委員会
部長 持田京子

相談・問い合わせ先について
教職員は原則在宅勤務とさせていただいておりますが、
下記の時間は、一部教職員にて対応させていただいています。
電話・メール等の対応時間：平日 午前 11 時～午後 4 時 00 分
Ｔｅｌ：０４８－５６２－０７１１

埼玉純真短期大学

Ｆａｘ：０４８－５６２－０７１５

授業・学習について

教務係

kyoumu@sai-junshin.ac.jp

学生生活・奨学金などについて 学生係

student@sai-junshin.ac.jp

実習について

実習指導係 training@sai-junshin.ac.jp

就職について

進路支援係 career@sai-junshin.ac.jp

その他

事務局

office@sai-junshin.ac.jp;

＜担任＞
1 年学年主任

伊藤 道雄

2 年学年主任

小澤 和恵

1 年Ａ組

髙橋 努

2 年Ａ組

細田 香織

1 年Ｂ組

加藤 房江

2 年Ｂ組

布施 由起

1 年Ｃ組

金

美珍

2 年Ｃ組

小澤 俊太郎

1 年Ｄ組

持田 京子

2 年Ｄ組

金子 智昭

1 年副担任

原口 政明

2 年生については、所属ゼミの担任も
相談にのっております。

ご不明なことや心配なことがありましたら、
遠慮なくご相談ください。
必要に応じ、適切に担当教職員と連絡を取れるようにいたします。

