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困ったことや不明な点がございましたら下記連絡先までお問合せください

Twitter▶＠s_ryokusai
Instagram▶s_ryokuensai7

メールアドレス▶2020ryokuensai@gmail.com
Twitter▶＠s_ryokusai
Instagram▶s_ryokuensai7
お問い合わせ▶04-2952-1626（学務課）

DMにて

https://r.qrqrq.com/OuUUteOq
https://www.instagram.com/s_ryokuensai7?utm_source=qr
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お願い
オンライン学園祭開催において下記のことにご注意ください

●配信映像の録画・録音行為、無断転載、スクリーンショットでの
撮影、動画のURLのコピーやダウンロード、SNSへの投稿は絶対
にしないでください。

●オンデマンド配信の動画は開催期間中いつでも視聴可能です。適度
な休憩を取りながらお楽しみください。

●16：00になりましたら動画視聴途中でも強制終了されます。ご理
解の上、ご視聴ください。

東京家政大学HP内緑苑祭（狭山）に記載されております『オン
ライン緑苑祭開催中（10月25日10：00～16：00）』をクリック。
［東京家政大学HP＞学修支援と学生生活＞緑苑祭（狭山学園祭）
へアクセス］

第7回狭山緑苑祭ホームページ内の各アイコンから見たい動画を
クリックすると視聴可能です。
※一部アイコンからさらに複数の動画を選択するものもありま
す。

視聴方法
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メールアドレス▶2020ryokuensai@gmail.com
Twitter▶＠s_ryokusai
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お問い合わせ▶04-2952-1626（学務課）
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https://www.tokyo-kasei.ac.jp/campus_support/ryokuensai_top.html
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ご挨拶

　皆様こんにちは。今年の緑苑祭はいつもの
緑苑祭とは異なり、WEB上での開催となりま
した。ご覧いただければ、東京家政大学が、
そして、狭山校舎の学生・教員とその教育・
研究やサークル等の活動がどのような特色を
もっているか、きっと理解していただけるも
のと思います。

　昨年末より流行し始めた新型コロナウイルスの感染拡大はCOVID-19
と名付けられ、瞬く間に世界中に広がりました。パンデミックです。こう
した状態の中では、簡単には以前の状態には戻れません。「新しい生活様式」
を創り上げなければならないのです。
　ウイルスの正体が明らかになるにつれて、私たちの対応も変わってきま
したが、本年9月末までに全世界で100万人を超える方が亡くなるなど、
勢いは続いています。医療体制の充実、薬やワクチンの開発が進むものの、
先進国と発展途上国では、その恩恵を受けられるかどうかではたいへん不
平等になっている実態もあります。
　こうした時代に生きる私たちだからできること、それを探して問題を解
決することは私たちの役割です。なぜこのようなことになったのかと、悲
しんだり恨んだりするよりも、大きなチャンスの時に生まれ合わせたとと
らえ、「Power of smile ～笑顔の力～」で、乗り越えましょう！

東京家政大学学長

山本　和人

第7回狭山緑苑祭にむけて
「Power of smile ～笑顔の力～」を知ってほしい
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ご挨拶

　こんにちは。東京家政大学第7回狭山緑苑祭実行委員長を務めさせてい
ただきます、志村です。
　今年度は例年とは違ったオンライン上での緑苑祭ではございますが、ご
覧いただき感謝申し上げます。
　私事ですが、実を言えば新型コロナウイルスの影響で例年通りの段取り
で進められず、緑苑祭開催の有無の方向性すら定まっていない中、今年は
もう開催中止を決めた方がいいかもしれないと思ったこともありました。
　先生方にも「こんな年に大変だね」と声をかけていただきました。私も
内心、「コロナ禍で世の中が大変な年なのにそんなに無理して開催する必
要があるのか」とネガティブな思考に陥っていました。
　しかし、いざ緑苑祭実行委員会のメンバーと話してみると、みんな意欲
的で、なかなか遊びに行けない在学生や前期に1度も大学に来れなかった
1年生のために何かできないかと必死に思案していました。
　私は委員会メンバーのそのような様子を見て、コロナ禍だからなんてと
思った自分を恥ずかしく思いました。そして「コロナ禍だからこそ出来る
こと」を委員会メンバー全員で一丸となり考えて参りました。
　今年のテーマは「Power of smile ～笑顔の力～」です。オンライン狭
山緑苑祭で皆様を笑顔にできれば幸いです。是非、ご覧ください。

狭山緑苑祭実行委員長

志村　美空

学
科
紹
介

“今年だからこそ”

学科紹介
子ども支援学科

校舎内に園が併設されている環境にあるので、
子どもを身近に感じながら、授業を受けること
ができる。幼稚園教諭や保育士の資格だけでな
く、特別支援学校教諭の資格を取ることができ
るため、将来の選択肢の幅が広がる。

支援を要する子を含むすべての子どもの、
一人ひとりの可能性に気づき、
広げられる保育者を育成します。

多様な支援を必要とする子どもを含む、すべての子
どもの存在そのものをまるごと受け止め、文化や国
の違いも越えた広い視野で子どもを見つめ、もって
生まれた可能性を広げられる保育者としての知識と
技量を身につけます。また、子どものための施設が
併設された自然豊かな環境で実践的に学びます。

卒業と同時に取得を目指せる資格
●保育士（全員取得が原則）
●幼稚園教諭1種（全員取得が原則）
●社会福祉主事任用資格（全員取得が原則）
●特別支援学校教諭1種＜知的障害・肢体不自由・病弱＞（選択）
●臨床美術士5級（受験資格）

卒業生の約85％が保育所、 幼稚園、 認定こども園で活
躍しています。その他、特別支援学校教諭や保育教諭、
生活指導員や児童指導員として子どもの支援に関連し
た仕事に就いています。

Topics
保育士・幼稚園教諭の就職に強い

学生の声
就職希望者　106名
就職決定者　106名

就職率 公立保育士に多数合格！

保育士就職決定者数63名
保育士として就職した卒業生のうち公立保育士合格者の人数

（2019年3月卒業生実績）

100％ 25名合格
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※開催期間中いつでも視聴可能です。

オンデマンド配信

モザイクアート

音楽サークル　軽音班

モリタン・モリリン知名度向上委員会

かせいの森放課後等デイサービス「つくし」

家政大学狭山キャンパスグルメツアー

GMOST

女子力アップ講座　POLA

子ども支援学科　学科企画

時 間

10：00

16：00

学科紹介
リハビリテーション学科

実習室が開いている時は自由に技術練習ができる。
学科でも専攻でも仲が良すぎて、最後の青春にピッ
タリ！ アットホームな雰囲気で個性豊かな先生か
ら楽しく学ぶことが出来る。先生方を身近に感じら
れ、ちょっとした世間話や相談など気軽にできる。

学生の声

小児、スポーツ科学、脳神経科学の
各領域に強く、50年先まで働くことが
できるセラピストを養成します。

女性のしなやかな感性はリハビリの仕事に向い
ています。中でも子どものリハビリは、女性の
視点が生かせる分野です。

“こころ”と“からだ”と“生活”に障がいがある
子どもから高齢者まで、その人らしく生活ができ
ることを目指して、 生活の再構築と「新しい生き
方」の獲得を支援できる作業療法士を育成します。
取得できる資格
●作業療法士国家試験受験資格（全員取得が原則）
●福祉住環境コーディネーター （取得指導を行う）

Topics
女子大で初！ 作業療法士と理学療法士の育成機関
作業療法士や理学療法士は、女性がもつ緻密な考え方
や繊細な対応力と指導力を発揮できる職種です。海外
でも、 この職種は女性の仕事として発展し、女性の占
める割合は約7割といわれています。女性の活躍が期
待されるこの分野に対して、東京家政大学は、女子大
ではじめて作業療法士と理学療法士の養成を行うリハ
ビリテーション学科を2018年に開設。日々進歩する
医療・介護・福祉分野において「50年先まで働くこ
とができるセラピスト」の育成を目指しています。

作業療法学専攻
病気やけがで機能低下や形態変化を生じたあらゆ
る年代の人々が、その人らしく生活できるよう、
身体機能・能力の改善、基本動作や日常の生活活
動の改善を支援できる理学療法士を育成します。
取得できる資格
●理学療法士国家試験受験資格（全員取得が原則）
●福祉住環境コーディネータ―（取得指導を行う）

理学療法学専攻



P10 P7

10 7

ピックアップ

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

学
科
紹
介

皆さん！　モリタン・モリリンについて
知っていますか？　モリタン・モリリン
が誕生してからゆるキャラグランプリに
参加するまでの軌跡を紹介します。

モリタン・モリリン知名度向上委員会

「つくし」の子どもたちは自由な発想で作ったり、描いたりする活動を身
体全体で楽しんでいます。出来上がった作品には、子どもたちの夢やお話
がいっぱい詰まっています。作品を見ていると、子どもたちの満足そうな
笑顔や楽しいお話が聞こえてきます。芸術家のたまごたちの作品をぜひご
覧ください。

かせいの森放課後等デイサービス「つくし」

音楽サークル軽音班は4年生の先輩バンドと2年生の後輩バンド、アコギ
編成で演奏します！ コロナの影響でライブやコンサート、フェスが中止
や延期になっていますが、少しでも皆さんに楽しんでいただけるように頑
張って演奏するので是非見てください!!!

音楽サークル　軽音班
ROCK IN SAYAMA ～3rd season～

ゆるキャラグランプリ2020
～モリタン・モリリン全国への道～

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

学科紹介
看護学科

優しい先生方と質の高い看護学を学べ、実践力
が身につく。先生方は面倒見が良く過ごしやす
い。整った環境と体系的な視点で豊富な知識と
技術が身につけられ、ともに頑張れる最高の仲
間とも出会える。

学生の声

あらゆる年代の人々の、
健康の保持増進と生活の質の維持に
貢献できる看護者を育てます。

建学の精神「自主自律」としての職業的自律性
に基づき、生命の尊厳を守リ、科学的根拠に裏
づけされた知識・技術を用い、あらゆる年代に
おける人々の健康の保持増進と生活の質の維持
向上に貢献できる人材を育成します。

●看護師国家試験受験資格（全員取得が原則）
●保健師国家試験受験資格（選択）
●助産師国家試験受験資格（選択）

Topics
高い国家試験合格率

看護師国家試験合格率

（全国平均総合合格率89.2％）

（第109回／ 2020年）
現役合格率

受験者：95名
合格者：94名98.9％

保健師国家試験合格率

（全国平均総合合格率91.5％）

（第106回／ 2020年）
現役合格率

受験者：12名
合格者：12名100％

助産師国家試験合格率

（全国平均総合合格率99.4％）

（第103回／ 2020年）
現役合格率

受験者：3名
合格者：3名100％

取得できる資格
目指せる資格
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オンデマンド配信
①本部企画　モザイクアート 10：00～16：00

笑顔を集めたモザイクアート！ ポータルやSNSで募集をかけ、美味し
かった食べ物の写真、三度の飯より好きな趣味の写真、心が和む景色の
写真、友人や家族との思い出の写真など、様々な皆さんの［笑顔になる
写真］を集めました！ 是非ご覧ください！

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

学
科
企
画

②本部企画　家政大学狭山キャンパスグルメツアー 10：00～16：00

1号館下に日替わりでやってくるキッチンカーから、いつもの食堂
まで。東京家政大学狭山キャンパスの美味しいお店、全て見られ
ます！ 毎日が楽しみになるおすすめメニューも紹介しているので、
今後のランチの参考になること間違いなし！

③本部企画　『K-POPグループ GMOST MELO
　　　　　　 オンラインステージ!!』

10：00～16：00

歌とダンスのライブ♪ 楽しいエンタメ韓国語
レッスン!! アーティスト MELOの「韓ドラ台詞」
から学ぶ生きた韓国語♪

④本部企画　女子力アップ講座 10：00～16：00

【簡単セルフマッサージ】
毎日短時間のケアでコリ解消。血行促進して
小顔を目指しましょう。
　コリ感スポットケア
　簡単セルフマッサージ
　目元簡単マッサージ

学科企画
子ども支援学科
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皆さん！　モリタン・モリリンについて
知っていますか？　モリタン・モリリン
が誕生してからゆるキャラグランプリに
参加するまでの軌跡を紹介します。

モリタン・モリリン知名度向上委員会

「つくし」の子どもたちは自由な発想で作ったり、描いたりする活動を身
体全体で楽しんでいます。出来上がった作品には、子どもたちの夢やお話
がいっぱい詰まっています。作品を見ていると、子どもたちの満足そうな
笑顔や楽しいお話が聞こえてきます。芸術家のたまごたちの作品をぜひご
覧ください。

かせいの森放課後等デイサービス「つくし」

音楽サークル軽音班は4年生の先輩バンドと2年生の後輩バンド、アコギ
編成で演奏します！ コロナの影響でライブやコンサート、フェスが中止
や延期になっていますが、少しでも皆さんに楽しんでいただけるように頑
張って演奏するので是非見てください!!!

音楽サークル　軽音班
ROCK IN SAYAMA ～3rd season～

ゆるキャラグランプリ2020
～モリタン・モリリン全国への道～

10：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

学科紹介
看護学科

優しい先生方と質の高い看護学を学べ、実践力
が身につく。先生方は面倒見が良く過ごしやす
い。整った環境と体系的な視点で豊富な知識と
技術が身につけられ、ともに頑張れる最高の仲
間とも出会える。

学生の声

あらゆる年代の人々の、
健康の保持増進と生活の質の維持に
貢献できる看護者を育てます。

建学の精神「自主自律」としての職業的自律性
に基づき、生命の尊厳を守リ、科学的根拠に裏
づけされた知識・技術を用い、あらゆる年代に
おける人々の健康の保持増進と生活の質の維持
向上に貢献できる人材を育成します。

●看護師国家試験受験資格（全員取得が原則）
●保健師国家試験受験資格（選択）
●助産師国家試験受験資格（選択）

Topics
高い国家試験合格率

看護師国家試験合格率

（全国平均総合合格率89.2％）

（第109回／ 2020年）
現役合格率

受験者：95名
合格者：94名98.9％

保健師国家試験合格率

（全国平均総合合格率91.5％）

（第106回／ 2020年）
現役合格率

受験者：12名
合格者：12名100％

助産師国家試験合格率

（全国平均総合合格率99.4％）

（第103回／ 2020年）
現役合格率

受験者：3名
合格者：3名100％

取得できる資格
目指せる資格



P6 P11

116

タイムテーブル
タ
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学
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※開催期間中いつでも視聴可能です。

オンデマンド配信

モザイクアート

音楽サークル　軽音班

モリタン・モリリン知名度向上委員会

かせいの森放課後等デイサービス「つくし」

家政大学狭山キャンパスグルメツアー

GMOST

女子力アップ講座　POLA

子ども支援学科　学科企画

時 間

10：00

16：00

学科紹介
リハビリテーション学科

実習室が開いている時は自由に技術練習ができる。
学科でも専攻でも仲が良すぎて、最後の青春にピッ
タリ！ アットホームな雰囲気で個性豊かな先生か
ら楽しく学ぶことが出来る。先生方を身近に感じら
れ、ちょっとした世間話や相談など気軽にできる。

学生の声

小児、スポーツ科学、脳神経科学の
各領域に強く、50年先まで働くことが
できるセラピストを養成します。

女性のしなやかな感性はリハビリの仕事に向い
ています。中でも子どものリハビリは、女性の
視点が生かせる分野です。

“こころ”と“からだ”と“生活”に障がいがある
子どもから高齢者まで、その人らしく生活ができ
ることを目指して、 生活の再構築と「新しい生き
方」の獲得を支援できる作業療法士を育成します。
取得できる資格
●作業療法士国家試験受験資格（全員取得が原則）
●福祉住環境コーディネーター （取得指導を行う）

Topics
女子大で初！ 作業療法士と理学療法士の育成機関
作業療法士や理学療法士は、女性がもつ緻密な考え方
や繊細な対応力と指導力を発揮できる職種です。海外
でも、 この職種は女性の仕事として発展し、女性の占
める割合は約7割といわれています。女性の活躍が期
待されるこの分野に対して、東京家政大学は、女子大
ではじめて作業療法士と理学療法士の養成を行うリハ
ビリテーション学科を2018年に開設。日々進歩する
医療・介護・福祉分野において「50年先まで働くこ
とができるセラピスト」の育成を目指しています。

作業療法学専攻
病気やけがで機能低下や形態変化を生じたあらゆ
る年代の人々が、その人らしく生活できるよう、
身体機能・能力の改善、基本動作や日常の生活活
動の改善を支援できる理学療法士を育成します。
取得できる資格
●理学療法士国家試験受験資格（全員取得が原則）
●福祉住環境コーディネータ―（取得指導を行う）

理学療法学専攻
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ご挨拶

　こんにちは。東京家政大学第7回狭山緑苑祭実行委員長を務めさせてい
ただきます、志村です。
　今年度は例年とは違ったオンライン上での緑苑祭ではございますが、ご
覧いただき感謝申し上げます。
　私事ですが、実を言えば新型コロナウイルスの影響で例年通りの段取り
で進められず、緑苑祭開催の有無の方向性すら定まっていない中、今年は
もう開催中止を決めた方がいいかもしれないと思ったこともありました。
　先生方にも「こんな年に大変だね」と声をかけていただきました。私も
内心、「コロナ禍で世の中が大変な年なのにそんなに無理して開催する必
要があるのか」とネガティブな思考に陥っていました。
　しかし、いざ緑苑祭実行委員会のメンバーと話してみると、みんな意欲
的で、なかなか遊びに行けない在学生や前期に1度も大学に来れなかった
1年生のために何かできないかと必死に思案していました。
　私は委員会メンバーのそのような様子を見て、コロナ禍だからなんてと
思った自分を恥ずかしく思いました。そして「コロナ禍だからこそ出来る
こと」を委員会メンバー全員で一丸となり考えて参りました。
　今年のテーマは「Power of smile ～笑顔の力～」です。オンライン狭
山緑苑祭で皆様を笑顔にできれば幸いです。是非、ご覧ください。

狭山緑苑祭実行委員長

志村　美空

学
科
紹
介

“今年だからこそ”

学科紹介
子ども支援学科

校舎内に園が併設されている環境にあるので、
子どもを身近に感じながら、授業を受けること
ができる。幼稚園教諭や保育士の資格だけでな
く、特別支援学校教諭の資格を取ることができ
るため、将来の選択肢の幅が広がる。

支援を要する子を含むすべての子どもの、
一人ひとりの可能性に気づき、
広げられる保育者を育成します。

多様な支援を必要とする子どもを含む、すべての子
どもの存在そのものをまるごと受け止め、文化や国
の違いも越えた広い視野で子どもを見つめ、もって
生まれた可能性を広げられる保育者としての知識と
技量を身につけます。また、子どものための施設が
併設された自然豊かな環境で実践的に学びます。

卒業と同時に取得を目指せる資格
●保育士（全員取得が原則）
●幼稚園教諭1種（全員取得が原則）
●社会福祉主事任用資格（全員取得が原則）
●特別支援学校教諭1種＜知的障害・肢体不自由・病弱＞（選択）
●臨床美術士5級（受験資格）

卒業生の約85％が保育所、 幼稚園、 認定こども園で活
躍しています。その他、特別支援学校教諭や保育教諭、
生活指導員や児童指導員として子どもの支援に関連し
た仕事に就いています。

Topics
保育士・幼稚園教諭の就職に強い

学生の声
就職希望者　106名
就職決定者　106名

就職率 公立保育士に多数合格！

保育士就職決定者数63名
保育士として就職した卒業生のうち公立保育士合格者の人数

（2019年3月卒業生実績）

100％ 25名合格



表 4（P16) 表 1（P1)

令和2年10月25日（日） 
　10：00～16：00

第7回 狭山緑苑祭
Power of smile ～笑顔の力～

オンライン開催

開催
時間

実行委員

協賛企業

スペシャルサンクス

委員長　志　村　美　空

天　海　菜々美 髙　原　さくら

山　縣　由　佳 湯　淺　朱　莉

家　内　瑞　姫 塚　本　ひかり

秋　元　悠　里 小　林　　　唯

橋　本　杏　李 麻　生　晏　希

関　口　真　央 本　間　紀　羽

野　相　佳　花

テ ー マ 作 成 者：子ども支援学科　2年　鳥井彩美
表紙デザイン作成者：子ども支援学科　4年　岩瀬桃子
デザイン・印刷：明治堂印刷株式会社

事務用品・OA機器・オフィス家具

株式会社しのづか

（ポーラ ザ ビューティー入間ipot店）


