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04 各フィールドの主な資格取得
各フィールドの学びが資格取得につながります。資格
は将来のあなたの強い味方です。

06 学びのナビゲーション
各フィールドの学びは興味深いものばかり。難しそう
な授業も第一線の研究者や、一流の実務経験者であ
る教員が優しくナビゲート。

 06 基本フィールド
 08 松商ブランド形成フィールド
 24 オプショナル・フィールド

37 iPad mini & モバイルPC
全学生にiPad miniまたはモバイルPCを貸与。これら
を活用して先進的な学生生活を実現します。

38 就職・進路サポート
夢を現実にするスケジュール。
入学前からの万全の就職支援プログラム。一人ひと
りの夢の実現のために一丸となって応援します。

40 資格取得サポート
金融業をはじめ様々な分野で活躍する資格取得サ
ポートや、公務員対策講座も充実。

42 4年制大学編入サポート
さらに学びを深める4年制大学編入のためのサポー
トも万全。

43 アウトキャンパス・スタディ
キャンパスを飛び出し地域社会の現場で学び、考え、
議論し、行動します。

44 Campus Life
短大と大学がワンキャンパスだから施設も充実。年
間を通してイベントや、学生同士・教職員との交流に
より楽しさも拡がります。

46 入試情報と学費・入学金免除制度

48 1日体験入学、OPEN CAMPUS 2015、
 公開授業

まずは自分の五感で確かめよう！
自分の未来がみつかるかも…。
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16のフィールドから自由に学べるカリキュラム。
あらゆるビジネスの基本となるフィールドと、
幅広いビジネスシーンに対応したフィールドから、
学科の枠を超えて自分の興味や目標にあわせて学べるのが松商短大。
多様な「学び」を通して、自分の可能性を広げてください。

松本大学松商短期大学部
商学科・経営情報学科

Matsumoto Univ. Matsusho Junior College

自分らしく、将来の道をみつけたい。
将来こんな職業に就きたい。こういう所に就職したい。なんてなかなか決められない。フィールドユニット

制の松商短大なら、多彩な学問フィールドから自分の興味に合わせて学ぶ中で、自分の可能性を最大限に

ひろげ、将来の道を探りあてることができます。

確実に就職したい。
資格を必要とする職業に就くならその資格があってあたりまえ。松商短大なら、なりたい職種の資格
に加え、多彩なフィールドの学びにより、幅広い資格取得や知識、技術を得ることができ、就職へ向け
ての大きな武器が身につきます。

社会で活躍したい。
資格があるからといって社会で活躍できるとは限りません。仕事をする上でも、社会生活を送る上でも
コミュニケーション能力などの”社会人基礎力”が重要となります。松商短大ならゼミ活動や、独自の
地域活動、学友会活動、クラブサークル活動などにより、社会で活躍するための力を楽しみながら鍛え
ることができます。自信を持って社会にはばたいてください。

松商短大で夢をカタチに
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Teacher : Takahiro Kinoshita木下 貴博准教授

先輩からのメッセージ

吉澤 美紀さん

2011年3月卒業 商学科

出身高校：穂高商業高校
勤務先：メットライフアリコ生命保険

後藤 萌香さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：岡谷東高校
勤務先：征矢野建材

高校生の時から就職を意識し、数字に慣れておきたくて選択しまし
た。例えば、オリエンタルランドやＵＳＪなど、誰でも知っている企業
の経営状態を分析したり、財務諸表を見て、実際に数値を出したりし
ました。
分析を通じて、経済の流れを知ることもできるので、就職面接では
とっても有利ですよ。様々な勉強やインターンシップなどを経験し、
高校卒では就職できない企業にも挑戦できるだけの力が身に付き
ました。特にインターンシップでは生命保険会社にお世話になり、金
融や保険の仕事の大変さを経験することができ、成長することがで
きました。また、卒業論文では金融機関に関する経営分析を行い、志
望する業界についての理解を深めることができました。

松商短大だから就職できる。
“知識”と“経験”が身につく！

簿記の苦手意識を克服したくて、ゼミでも木下先生から簿記を学
び、経営分析の授業も受けました。先生の丁寧でわかりやすい説明
で、私もしっかり理解することができました。経営分析は就職を考え
る企業を選ぶ際にも役立つと思います。
ゼミでは先生が出した課題について自分なりに調べたものをプレゼン
テーションし、人前で話すときの言葉の順序や、自分自身の考えをどうア
ピールし伝えるかも学びました。人前でうまく話せなかったのですが、先生
からアドバイスをしていただき、だんだんと伝える力が身につきました。
高校の時、卒業してすぐに就職も考えたのですが、松商短大に入学
し、高校の時には思いもしなかった、さまざまな役立つ学びができて
とてもよかったと思っています。

簿記の基礎を知っていれば
苦手意識があっても、大丈夫。

経営を分析しよう

　企業は、「簿記」という道具を使って毎日の経済活動を記録しています。そ
して、これらをまとめて資料を作り、株主さんやお金を貸してくれている人
などに報告しています。この資料のことを「財務諸表」と呼びます。この財務
諸表には、企業がどのような経済活動を行ったのかを理解するための貴重
な情報が満載です。企業がどのぐらい儲けることができるか、倒産する危険
性はないか、将来どのぐらい成長するのか等々は、この財務諸表という貴重
な情報源を読み、分析することによって理解することができるのです。

　短大に入学すると、すべての学生が「簿記」を学びます。高校までに簿記
を学習したことがある人も、これからという人も、「経営分析」を受講すれ
ば、なぜ簿記・会計の知識が必要なのかを実感することができるでしょう。
簿記・会計の知識を前提としたニュースは毎日のように報道されていま
す。経営を分析する方法を身につけることができれば、これらのニュース
がもっと身近に感じられ、皆さんの視野が広がっていくはずです。そして、
今後皆さんが社会人として経済活動を行っていくうえでも役に立つことを
願っています。

財務諸表を読んでみよう

簿記・会計の知識が世界を広げる！

経　営　分　析
商業簿記・工業簿記・簿記演習経 理 会 計 フィールド

ゼミテーマ 簿記という技術を活かして企業・社会を知ろう！
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Teacher : Satoshi Yanokuchi 矢野口 聡教授

先輩からのメッセージ

佐藤 美冴樹さん

2012年3月卒業 経営情報学科

出身高校：豊科高校
勤務先：松本市農協

いろんな人に楽しんでもらえる、
ホームページ作成がしたい！

松商短大のパソコンの授業は、初心者でも安心して学べます。
私も普通科出身で、短大に入学してからパソコンに興味を持ちまし
た。WordやExcelといった基本的な操作はもちろんですが、ホーム
ページの作成やデザインの勉強にも挑戦できるので、これからの仕
事にも活かせそうです。
また、ＩＴパスポート試験の勉強や、心理学や色彩学の授業を通じて、
見る人の立場に立ったＷebデザインの勉強もできました。
短大生活はやることがいっぱいで忙しいですが、自分が興味を持っ
たことを学ぶので充実感が得られます！
みなさんもオンとオフをうまく使って短大生活を楽しんでください！

もともとパソコンに興味があったので、積極的に学ぼうと思いまし
た。私は、普通科高校出身で習ったことがない分野でした。でも松商
短大で行うパソコンの授業は初心者でも安心して学べるのが特徴
です。ホームページの作成ではデザイン性も求められるので、色彩
学や心理学なども合わせて学べるのが松商短大の強みですね。見る
人の立場に立ったWebデザインの技術を習得するつもりです。そし
て、卒業までにＩＴパスポート試験の勉強にも取り組みたいです。
松商短大は学べる内容も多彩だし、先生方との距離も近く大好きな
短大です。みなさんも学校の中身をちゃんと知ったうえで、選んでほ
しいです。きっと自分にあった学校が見つかりますよ。

見る人を惹きつける、
ホームページ作成がしたい！

倉島 悠里絵さん

2013年3月卒業 経営情報学科

出身高校：長野東高校
勤務先：八十二リース

企業をいろいろな角度から眺めてみよう

　今や、スマートフォンは誰もが使う情報機器となりました。最近は多機能
化が進んでいます。皆さんは、ゲームやツイッターなどのネット上の様々
なサービスを利用することが多いですが、その恩恵を受けることが出来る
のは、その裏で情報を作ってネット上に配信している人たちがいるからで
す。最近は誰でも簡単にブログやショッピングなどのサイトができるＣＭＳ
というツールが普及し、ネットは膨大なサイトで溢れています。情報を発信
する側にとっては多くの人に見てもらう工夫が必要な時代です。

　人目を惹くようなコンテンツを作るにはインパクトあるデザインや動き
のある仕掛けが欠かせません。「Webデザイン」では、コンテンツ作りに
欠かせない基本技法を身につけた上で、アニメーションや電子コミックな
ど、インパクトがあって楽しいコンテンツを作成するためのテクニックを
学びます。また、企業のWebコンテンツ管理などにも役立つ実用的な知
識も紹介します。今はどの企業でもWebサイトを持っていますし、個人で
ショッピングサイトを運営しているケースも多くなりましたが、ビジネスだ
けでなく様々な場面で役立つスキルが身に付きます。

ネット上に溢れる様々なコンテンツ

最新の Web コンテンツ技法を学ぶ。情報の受け手から送り手へ

We b デ ザ イ ン
ホームページ作成入門・ＩＴパスポート検定対策

C 言語プログラミング情 報 専 門 フ ィ ー ル ド

ゼミテーマ アイディアをかたちにしよう！　わくわくゲームプログラミング



12 Matsumoto University   Matsusho Junior College

3 Field

情
報
専
門
フ
ィ
ー
ル
ド

浜崎 央教授 Teacher : Hiroshi Hamasaki

先輩からのメッセージ

市瀬 早希さん

2010年3月卒業 商学科

出身高校：飯田風越高校
勤務先：長野県信用保証協会

社会に出てから気付けた
簿記会計の大切さ。松商短大の強さ。

松商短大では、基礎から学べるWordやExcelの授業がありますが、
実はもっと専門的な資格まで挑戦できる授業も用意されています。
このデータベース入門やExcel上級といった授業では、資格取得に
直結した検定対策中心の授業が行われるので、無理なく合格するこ
とができました。社会に出てからも、パソコンに向かう仕事が多いの
で、授業で学んだ知識をたくさん活用しています。そしてパソコン以
外でも、金融や経済の勉強をしてきたので社会人としての視野も広
がり、様々な場面で助かっています。
松商短大は、幅広さと専門性の両方が備わっています。いろんな勉
強や経験をしておくことで、就職も入社後も自分の可能性が広がり
ますよ。

高校の時は、ワード・エクセルをやってきましたが、もっとパソコンを
駆使できるようデータベースを受講しました。応用の授業では、前期、
後期の売上をまとめる課題などに取り組みました。先生は一つの作業
が終わる度に「わからないところは？」と声をかけてくれて、すぐにその
場で解決してくれます。仕事の場で役立つ力をつけることができまし
た。松商短大に入学したのは、幅広い科目を学べて、それに応じた資
格が取得できるから。実際に就職に有利な資格も取得できました！
勉強のほかには、学友会に入って、大学祭のコンサートを仲間と企
画。前夜祭や打ち上げで先輩や先生方といろいろ話すことができて
人間関係や視野が広がりました。おかげで充実した学生生活になっ
たと思います。

ワード・エクセルにもう一つ。
データベースは必ず役立つと思います。

村田 力希さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：諏訪実業高校
勤務先：信州諏訪農業協同組合

検定だけでなく、システム作りも学ぼう

　みんな、ケータイやスマートフォンって持ってるよね。いろいろなことが
できて便利だけど、基本は電話とメールかな。誰かにメールをしようと思っ
たら、すぐアドレスを呼び出せて送れるし、登録しておけば、誰から電話がか
かってきたかもすぐにわかっちゃう。実は、それはデータベースのおかげな
んだ。データベースの機能はたった２つ。データを保存できることと、必要
なデータが必要な時に簡単に手に入れられること。できて当たり前のよう
だけど、それがきちんとできるのがデータベースのすごいところなんだ。

　データベースを作るソフトが「アクセス」っていうソフト。ちょっと難しい
ので、最初は検定試験で基本を学ぶところから始めるよ。ただし、検定で
終わりじゃなくて、その後のデータベース応用っていう授業では、システム
作りまで勉強できるのが短大の良いところ。たとえば、お店のオーナーに
なったつもりで、商品や、お客様、請求書まで管理する「ショップ管理システ
ム」の作り方とか。社会に出てからデータ管理で使っているところも多い
し、システムまで作れる本格的なソフトなので、パソコンが好きな人はぜ
ひ挑戦してみてね。

データベースとは？

現代に必要なスキルのさらなるレベルアップを目指す。

データベース応用
ゲームプログラミング、Visual Basic 入門、
CG の基礎、データベース応用情 報 専 門 フィールド

ゼミテーマ Flashを使って動くホームページを作ろう！
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糸井 重夫教授Teacher : Shigeo Itoi

先輩からのメッセージ

経済ニュースの内容を理解できるようになりたいと思い受講を決め
ました。バブル経済や円安・円高など基礎知識を理解していくうち
に、経済学を勉強する楽しみも実感できました。また就職活動も筆
記試験で高得点をマークできたので、常識として役立つ知識が身に
ついたこともとても嬉しかったです。
いつも穏やかで一人ひとりに優しく教えてくださる糸井先生は、就
職に関する知識や情報も豊富でとても頼りになる先生です。銀行論
やサービスマーケティングの授業は、糸井先生の授業とリンクして
いることも多いのでぜひ履修してみてください。
勉強も課外活動にもしっかり取り組んで、ぜひメリハリのある充実し
た学生生活を送ってくださいね！

金融機関への就職を希望していたため、経済の勉強は入学前からと
ても興味がありました。
担当の糸井先生はとてもユニークな先生で、難しい内容でも先生か
ら聞くと身近に思え、貨幣数量説など難しい数式まで幅広く楽しく
学ぶことができました。糸井先生は黒板に書くことが少ないのでメ
モを取る力もつけることができましたし、就職面接の時には「最近気
になるニュース」などを聞かれてもスムーズに答えることができまし
た。また、マーケティングや心理学などいろいろな勉強ができるの
が、松商短大の魅力だと思います。
ぜひ分野を絞り込まずに講義を受け、自分の可能性を広げていって
くださいね。

経済の知識だけでなく
メモ力も身に付きました。

本山 美貴さん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：高田商業高校
勤務先：第四銀行

経済の常識が理解できるようになり、
就職にも役立ちました！

熊谷 里奈さん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：飯田長姫高校
勤務先：JR東海旅客鉄道

経済面からビジネスのしくみを学ぶ。

社会人になる人全員におススメ！

　確かに高校までの科目にはなかったので難しく感じると思います。で
も、日々お菓子を買ったり、洋服を買ったりするわけで、このような売った
り買ったりすること自体が経済活動なのです。人によっては「お小遣い帳」
をつけている人もいると思います。短大の「経済学」はこのような一人ひと
りの経済活動を国レベルで考えます。

　現代は「資本主義経済」と言われます。資本主義経済は、「他人が求める
ものを、他人のために、労働力を提供して生産し、その対価としてお金を得
ることで、自分が求める商品やサービスをお金と交換に手に入れる経済」
です。ですから、「働く」ということ、「働く場」があるということは、給料を得
て生きていくためにとても重要です。「経済学」は、景気を良くすることで

「働く場」を創り出そうとする学問ですから、社会人になる人全員におスス
メです！

経済学とは

経  済  の  基  礎
経 済 ・ 金 融 フィールド　経済の基礎・日本の経済

国際社会の法と経済

ゼミテーマ ドイツを通してヨーロッパの経済・社会・文化を知ろう！
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4 Field

Teacher : Daisaburo Fujinami藤波 大三郎教授

先輩からのメッセージ

金融の世界のことを知りたくて、金融の基礎、金融論の授業を受けました。
先生は話題が豊富で、金融関係に勤めていた時のことなど実体験を交え
て話をしてくれたので、楽しくわかりやすかったです。毎回の授業ではレ
ポートの提出があり、レポートのまとめ方もだんだん身に付いてきました。
入学して、明確な方向性もなかった私でしたが、資格試験のために
友達と一緒に勉強し、たくさんの資格を得ることができました。2年
生の６月には何度目かのトライの後、やっと日商簿記２級に合格でき
たのも嬉しかったです。
松商短大の良さは、商業科目はもちろん多彩なフィールドでさまざ
まな勉強ができるところ、そして資格試験を目指して頑張って勉強
することで得られる達成感と充実感があることだと思います。

私はやりたいことを決めるために入学しました。そのために好き嫌いせず
に何でもやってみようと、いろいろな授業をとりました。金融論は難しい印
象もありましたが、「知らないと将来痛い目を見る」と、ユーモアを交えて
話す藤波先生の授業は、税金や保険のことなど実際に役立つ内容でした。
就職先は、初め接客業のホテルや飲食関係を考えていましたが、こ
の授業をとっていたこともあり、ゼミの先生から「銀行の窓口も接客
業だから」と勧められました。「アベノミクス」、「消費税の増税」など、
授業で聞いた金融業界の最近の話題からテーマを選び、自分なりに
調べて就職試験に臨むことができました。
思わぬところから道が拓けることがあると思うので、私のように何で
も経験してみてください！

好き嫌いせず、思わぬところから
道が拓けます。知らないと損！

話題豊富な金融の話で理解度がアップ！
レポート力も身に付きました。

横山 仁夏さん

2015年3月卒業 商学科

出身高校：明科高校
勤務先：八十二銀行

川原 海峰さん

2015年３月卒業 商学科

出身高校：長野商業高校
勤務先：みずほ銀行

金融の基礎、金融論経 済 ・ 金 融 フィールド　

　初めてコンビニにATMが置かれたのは今から20年位前のことです。当
時、ATMは１台１千万円以上すると言われた高価な機械でしたが、数多く
のコンビニに置くために銀行とATMを作る会社が協力し、機能を簡単な
ものにして１台５百万円位の機械を作り出し、現在では技術の進歩で更に
安価になり全国のコンビニに置かれるようになりました。

　銀行は人々から預金を受け入れて企業などに貸出を行う大切な役割を
果たしています。この預金の受け入れと貸出を繰り返すことでより大きな
預金を創り出す「信用創造」と言われる機能を果たしています。銀行は仮に
１００万円の預金を受け入れたら９９万円のお金を、企業に貸出したり国債
を買ったりしています。このようなことは預金をした人々が全部のお金を
同時に引き出すことはないことから可能となります。しかし、そのためには
銀行は人々から信頼されることが大切です。
　このような銀行に関する知識を学ぶ銀行論の授業は、銀行や信用金庫、
JAバンクなどに就職する時に、また、社会人として銀行を活用する時に役
立ちます。

銀行論の授業で銀行と社会の関係を知ろう！

銀 　行 　論

ゼミテーマ みんなで合格！銀行業務検定試験

コンビニのATMはいくらするの？

預金したお金は銀行に残っていない？
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Field 5

Teacher : Toru Iizuka 飯塚 徹准教授

先輩からのメッセージ

高校生にとって、「経営」って聞くとなんだかとっても難しそうな気が
しますよね。でも、違うんです！「経営」って言葉を初めて聞く人でも
理解できるように、分かり易く教えてくれるし、身近な会社の例を出
して会社や経営を知っていきます。普段ニュースを見ていて、今まで
理解できなかったことが理解できるようになったり、私達に身近な会
社のことが分かったり、楽しく知識を身につけることができました。
就職活動でも面接の時に、経営に関する言葉の意味を聞かれたの
で、この授業を受けておいて本当に良かったです。
飯塚先生は私の所属するゼミナールの先生でもあるので、授業で
分からないことや就職活動でも親身になって相談にのってもらい
ました。

経営や法律は高校では勉強しなかった分野だったので、この機会に
学んでおこうと思い受講しました。
飯塚先生の授業は、教科書を読むだけではなく、映像を見たりする
など工夫が凝らされていて、毎回飽きずに90分間受講することがで
きました。授業では身近な企業の経営方法を理論的に学ぶことも多
いので、学んだことを普段の生活に照らし合わせて考えると、とても
面白く感じました。経営の勉強に加え「マーケティング」も学んでおく
と、重なる部分があるので更に授業が楽しくなるはずです。
どの授業も楽しく学べるのが松商短大の特徴です。将来に活かして
いきたいと思うものを見つけられるよう、２年間を有意義に過ごして
くださいね！

毎回飽きずに楽しく
受講することができました。

ニュースや新聞記事がわかる！
身近な会社の仕組みを楽しく学べます。

宮沢 萩奈さん

2011年3月卒業 経営情報学科

出身高校：塩尻志学館高校
勤務先：セイコーエプソン

髙木 香衣さん

2013年3月卒業 商学科

出身高校：松本県ヶ丘高校
進学先：信州大学経済学部

経営・法律フィールド　現代企業論・証券実務
法学概論

　経営とは、集めたお金をもとに、人・物・情報などを活用してお金を増
やすことです。私たちの周りにはトヨタ自動車、ユニクロ、ローソンなど
様々な企業があり、みなさんが便利で幸せに、社会が発展し豊かになる
ことを目指して経営を展開しています。さて、経営を成功させるために
は、どんなことが重要なのでしょうか？授業を受けると、成功している企
業の共通点、成功と失敗の分岐点などがわかります。経営学は身近で幅
広く、「AKB」「モモクロ」「ワンピース」「けいおん」などにも重要なヒント
があります。

　「『経営の基礎』を学んで役に立つのかな？」と思う方が大多数だと思い
ますが、しっかり学習することで、企業・社会の基本的な「しくみ」がわかり、
未来に役立つ「知識」「考え方」などを習得することができます。まず、地域
にどのような企業があり、どのような作戦に基づき経営しているか学習す
ることで、就職活動に役立ちます。それだけではなく、「経営の基礎」で学
んだ成功のポイントは、恋愛・学習・スポーツなど様々な分野で活用できま
す。自分の夢・目標に向けて成功率を格段に高めることができます。

「経営の基礎」を学ぶと、企業・社会の「しくみ」がわかる！ 未来に役立つ！

経  営  の  基  礎

ゼミテーマ 企業の事業展開の成功のポイントを整理します

経営（学）とは・・・

夢・目標の実現に役立つ
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5 Field

Teacher : Noko Kaneko金子 能呼准教授

先輩からのメッセージ

高校生の時にマーティングが好きになり、さらに勉強してみたくなっ
て受講しました。授業ではマーケティングの基本から、ケーススタ
ディまで学びました。実在する会社を勉強することで、自分の周りに
はマーケティングが溢れていることに気づかされました。仕事では
日々何百人ものお客様とお会いするので、相手が何を求めているの
か、どうしたら気持ち良く接することができるのかを考えています。
そこではマーケティングの知識をはじめ、“ホスピタリティ”がとって
も役立っています。外国人のお客様も多いので、今後は語学にも挑
戦したいと思います。
これから松商短大に入学する皆さんは、様々な勉強ができるので積
極的に自分を高めてくださいね！

オープンキャンパスの模擬授業で初めてマーケティングを知り、「こ
れをやりたい！」と思って入学しました。カラーマーケティングなど色
の使い方や、見せ方の工夫で売れ行きが違うことを知って商品を見
る目が変わりました。目に見えないニーズを探るには普段の観察力
が大切。この学びは就職活動でも、企業の求める人材を探り、商品の
ように自分をいかにアピールするかを考えるのに役立ちます。金子
先生はとてもわかりやすくて楽しい先生ですよ。
ちょっと興味があるだけでもいろいろな分野を学べるのは、松商短
大のいいところ。たった２年間だからこそ、のんびりせずに、パソコ
ン、医療事務、簿記とさまざまな資格取得にも挑戦しています。とて
も充実し、楽しい毎日です。

小松 美沙季さん

2014年3月卒業 商学科

出身高校：松商学園高校
勤務先：サイベックコーポレーション

マーケティングは面白い！
自己ＰＲ・就職活動にも役立つ学びです。

実は私達の身の周りは
マーケティングだらけです！

飯沼 幸恵さん

2010年3月卒業 商学科

出身高校：松商学園高校
勤務先：コストコホールセールジャパン

サービスマーケティング・フードビジネス論
ホスピタリティ論経営・法律フィールド　

　みなさんは商品やお店を選ぶとき、なにかしらトキメキを感じること
はありませんか？トキメキは「おいしそう！」「かわいい♡」「あると便利そう」

「値段が安くてお得」「好きな俳優さんがＣＭしてる」など、いろいろです。
トキメキに背中を押されて、思わずお金を払ってしまうこと、ありますよ
ね。よく売れているヒット商品は、たくさんの人にトキメキを感じさせる
ことに成功しているってことです。そして，実はこのトキメキの正体こそ、
マーケティングなのです。

　授業では、みなさんがよく知っているヒット商品や有名なお店、企業を
事例にとりあげ、具体的にどうやってトキメキづくりがされているかを解説
します。みなさんは，納得したり，感心することばかりでなく、「まんまとトキ
メかされてた−」と悔しくなることもあるかも。ワクワクしながら授業を受
けてもらえたらうれしいです。マーケティングはどんな仕事でも役立たせ
ることができるので、ぜひ社会に出る前に知識を吸収してほしいです。ふ
だんの生活でも使える知識がたくさんあるので、トキメいたり、トキメかせ
たり、トキメキの日々を楽しんでください。

知れば知るほど楽しくなります。マーケティングの世界へようこそ！

マーケティングの基礎

ゼミテーマ マーケティングのワクワク体験！おいしいおにぎり食べましょ！

トキメキ生活のススメ

ヒット商品の秘密。
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Field 6

Teacher : Kenji Matsubara 松原 健二教授

先輩からのメッセージ

私は長野県内で、ブライダルのことを本格的に学べる学校を探して
いて、松商短大に入学しました。
入学した一番の理由はブライダルだけでなく、自分の興味のある授
業をいくつも選べるところでした。
そんな私のオススメは、英語の授業です！高校の延長かと思ったけれ
ど、実践的な会話を学べるし、TOEICという英語の試験対策もでき
ます。ホテルで働きたかったので、外国のお客さんへの対応の仕方
も学べるし、自分が海外旅行に行く際にも役立ちます。
在学中は、オーストラリア短期語学研修にも参加して、英語力を磨く
ことができました。みなさんも松商短大でいろんな挑戦をして、「経
験」を大切にしてください。

授業は、パスポートの渡し方や買い物の仕方、また文化の違いなど、
主人公が海外へ行くという教科書の設定に合わせて進められまし
た。先生は実際のチケットを出してくれたり、余談で英語のプロポー
ズの仕方を話したり、わかりやすくて楽しい授業でした。夏には、韓
国の済州大学語学研修プログラムに参加し、授業で教わったことが
そのまま役に立ちました。他国から参加した学生たちと交流できた
ことはとても貴重な体験でした。
松商短大で学んでいることは、法学や金融論、簿記とつながっている
ところがあり、それはそれぞれを学ぶ上で役立っています。卒業まで
に取りたい検定もあるし、オーストラリアに行って、英語で話してみ
たい。“Where there is a will, there is a way.”です。

Where there is a will, there is a way.
意志あるところに、道は開ける

下條 まりのさん

経営情報学科 2年

出身高校：大町高校
サークル：卓球部、国際交流クラブ

武藤 桃子さん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：小諸高校
勤務先：ビジョンクリエイツ軽井沢ロンギングハウス

英会話・資格・海外経験、
全部できるのが松商短大！

比較文化・EnglishⅠ・Ⅱ
海外旅行入門・時事英語国際コミュニケーションフィールド　

　皆さんが行ってみたい国はどこですか？アメリカ、カナダ、イギリス、
オーストラリア、ニュージーランド・・・？これらはすべて英語圏ですね。この
他にも、英語が通じる国は、世界中にたくさんあります。特に高度な英語力
は必要ないのです。旅行や日常生活の場面で想定される基本的な表現を
身につけましょう。そうすれば、海外旅行が随分とスムーズに行くこと間違
いなし。そして、世界中にたくさん友達が出来るようになります。ひょっとし
たら、恋人もできちゃうかも？！

　松商短大の英語は、「観光・旅行英語」をはじめ、すべて特定の目的
に特化したカリキュラム構成。「English Ⅰ（TOEIC Bridge対策)」や

「English Ⅱ（TOEIC対策)」をはじめ、さまざまな英語科目が開講され
ています。「ビジネス英語」は一般のオフィスで用いられる英語。「時事英
語」は英字新聞を読んだり、英語ニュースを聞き取るための英語。自分の
目的に合った英語を選択して学ぶ・・・それが松商短大の英語科目群なの
です。

海外研修はもちろん、学内でも国際感覚を養成。

観 光 ・旅 行 英 語

観光・旅行英語とは

目的に合った英語を学ぼう！
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6 Field

Teacher : Oliver Carterオリバー カーター専任講師

先輩からのメッセージ

ネイティブの先生が教えてくれる授業だったので迷わず選択しまし
た。常にコミュニケーションを図りながら進めてくれるので、楽しく学
ぶことができました。少人数の授業なので先生と話せる機会も多く、
すぐに上達できますよ。
仕事では日本人のお客様と接することがほとんどですが、外国人観
光客の方から道を尋ねられた時には授業のことを思い浮かべてお話
しをしています。
ブライダルにも興味があったので、今は短大で学んだブライダルや
外国文化の知識を生かして、海外ウエディングと新婚旅行のプラン
をお客様にご提案しています。
興味のある授業を受けたことががそのまま仕事にも繋がりますよ。

社会に出たら英語を使う機会が増えるだろうと思い、少しでも慣れ
ておこうと思ったのが受講のきっかけです。
海外経験はまったくありませんでしたが、授業中は英語で話す機会
も多く、自己紹介をしたり昨日の出来事を話したりすることで、特に
リスニングに慣れることができたと思います。
オリバー先生はとても優しくて面白い先生です。日本語でも会話す
ることができるので気軽に質問も出来ますし、日本語ならではの言
い回しを英語で教えてくれたり、とても勉強になりました。
そのほか、体を動かす授業など、息抜きができる授業もバランス良
く受講して、2年間を楽しんでくださいね！

村山 亜由美さん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：穂高商業高校
勤務先：セイコーエプソン

社会に出る前に英語の基本を
身につけることができました。

フレンドリーな先生が教えてくれる、
楽しい英会話。

箱田 枝里子さん

2010年3月卒業 経営情報学科

出身高校：上田東高校
勤務先：ＪＴＢ中部

国際コミュニケーションフィールド　

　世界は小さくなってきました。これからも、どんどん小さくなります。 
一つの「グローバルな町」のようになるでしょう。そこで、英語に関する知
識があるだけで、何とかなるという時代は、もう終わるのではないでしょ
うか？これからは英語を使えるかどうかは将来に向けての道具です。英
語を道具として、生活の中で、仕事の中で、国際的な「グローバル町」の
中で使えれば、自由にあちこちに行けて、より楽しむことができるではな
いでしょうか。

　大体の人間はしゃべる事が好きです。それが授業中なら、それが問題に
なった事があるかもしれません。どうやって日本語をそんなにうまくしゃべ
れるようになりましたか？ちょっと考えってみたら、やはりたくさんしゃべっ
ているからでしょう。このように、英語をたくさんしゃべれば、どんどん上手
にしゃべることができます。認知的な運動のように、しゃべりながら身につ
ける練習をします。初めに、ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、そのう
ちに慣れて、楽しむことができます。

しゃべる・動く・演じる・経験する・身につける

Interactive English Ⅲ  

ゼミテーマ 楽しく学ぶグローバル文化やヒューマニズム：Ａ rainbow-color adventure.

どうしたら英語でのおしゃべりになれるか？

道具としての英語
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Field 6

先輩からのメッセージ

山崎 恵さん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：赤穂高校
勤務先：アルプス中央信用金庫

人生経験として
とても貴重な時間でした。

短期留学
Short-term study abroad国際コミュニケーションフィールド　

提携校 湘北短期大学のプログラムへの協同参画

＜研修先＞オーストラリア国立ニューカッスル大学

オーストラリア短期語学研修

以前からホームステイや海外に興味があり、期間が夏休み中の短期
留学への参加を決めました。事前の研修会もあり、とても安心して参
加することができました。
2週間の研修中、ホストファミリーと過ごす時間が長く、日本の文化
や習慣との違いを学ぶことができました。オーストラリアでは家族を
とても大切にしていて、毎日家族団欒の時間をたっぷりと楽しむこと
に本当に驚きました。
このような違いを目の当たりにできた2週間は、人生経験としてとて
も貴重な時間だったと思います。
ぜひ皆さんにもオリバー先生や中村先生の授業を通じて国際理解
を深め、気軽に参加してもらえたらと思います。

 Newcastle Newcastle

　本格的な英語を学びながら、ホームステイや多彩なアクティビティを通して人間的な交流
を深める語学研修。また、課外活動では多彩な異文化に触れられます。学生時代だからこそ
できる海外体験、今こそチャレンジする時です！

冬の南半球がフィールド。夏休みの２週間の短期海外研修。

1日目 羽田空港発→空路にてシドニーへ

2日目 シドニー着　専用バスにてニューカッスル大学へ移
動。ホストファミリーと対面し、各ホームステイ先へ

3日目 終日　ホストファミリーと過ごす

4日目 英語研修 ブラックパット自然公園・市内散策

5日目 英語研修 アクティビティ

6日目 英語研修 校内でスポーツ

7日目 終日　ドルフィンクルーズ＆4WD体験

8日目 英語研修 自由研修

9日目 終日　ホストファミリーと過ごす

10日目 終日　ホストファミリーと過ごす

11日目 英語研修 自然散策・アボリジニ文化学習

12日目 英語研修 現地学校訪問

13日目 英語研修 自由研修

14日目 英語研修
修了証授与式

（アフタヌーンティー）
夕方 シドニーへ移動し、 
空路羽田空港へ

15日目 早朝　羽田空港着

2015年8月の実施予定

オーストラリア 14日間のスケジュール



めざせ!! TOP10 〜成績優秀者表彰制度〜
１年前期・後期、２年前期の各定期試験において、

優秀な成績をおさめた学生の学費を１人10万円免除します。

松商短大は頑張るあな
たを応援します！

2 Matsumoto University   Matsusho Junior College

松商ブランド形成フィールド基本フィールド

松商短大独自の「フィールド・ユニット制」カリキュラム

多彩な「学び」のフィールド。
学 科 の 枠 を 超 え て 学 べ る 。 学 ぶ 楽 し さ を 実 感 で き る 。

1 Field
松商ブランド
基礎フィールド

松商短大のフィールド・
ユ ニット 制 カリキュ ラ
ムを支える一番大切な
フィールドです。自由自
在な「学び」はこのフィー
ルドから始まります。

■ 基礎簿記　
■ Ｗｏｒｄ
■ Ｅｘｃｅｌ
■ Ｅｎｇｌｉｓｈ

▶ P.6

7 Field
研 究 活 動
フィールド

自分で選ぶ、だから夢中になれる

■基礎ゼミナール
■専門ゼミナールⅠ・Ⅱ
■卒業研究

▶ P.21

8 Field
進 路 支 援
フィールド

就職も編入学も強力にサポート

■キャリア･クリエイト
■キャリア･スタンダード
■コミュニケーション学

▶ P.22 〜

6 Field
国際コミュニケーション
フィールド

国際的なビジネス感覚をみがこう

■Interactive English ■観光旅行英語
■異文化コミュニケーションスキル
■ビジネス英語 ■比較文化

▶ P.17 〜

3 Field
情 報 専 門
フィールド

コンピュータが使いこなせて一人前です

■ビジネスとワープロ
■ゲームプログラミング
■ＣＧの基礎 ■Ｗｅｂデザイン

▶ P.11 〜

2 Field
経 理 会 計
フィールド

ビジネスの基本は簿記・会計です

■商業簿記 ■工業簿記
■コンピュータ会計
■原価計算 ■財務会計

▶ P.8 〜

5 Field
経 営 ・ 法 律
フィールド

会社経営の仕組みや法律を理解しよう

■経営の基礎 ■現代企業論
■サービスマーケティング
■法学概論

▶ P.15 〜

経営
情報学科
オススメ！

4 Field
経 済 ･ 金 融
フィールド

今の日本の経済状況を理解しよう

■経済の基礎 ■金融の基礎
■日本の経済 ■金融論
■銀行論 ■投資と運用

▶ P.13 〜

商学科
オススメ！
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Teacher : Junko Nakamura中村 純子准教授

先輩からのメッセージ

異文化コミュニケーションの授業は、互いの文化に目を向けながら、
お互いを理解しよう、違いを大切にしながら交流しようというもの
です。普段は先生が出す課題や各々にまとめて発表した内容につい
て意見交換し、感想をレポートにしています。松本の国際交流の祭り

「こいこい松本」には、留学生たちと協力して10人ぐらいの外国人
にインタビューし、結果をまとめました。
異文化コミュニケーションには、知らず知らずに自分が変化するほど
のパワーがあると思います。自分のことばかり考えていた私でした
が、今は外を向き、相手のことを思うようになりました。最初は、受講
者全員が初対面でどうしようかと思いましたが、気づけば、みんな友
達。楽しいですよ。

異文化コミュニケーションの授業を受ける中で、コミュニケーション
上の問題は、個人的な理由よりも、互いの国の文化の違いによるのか
もしれないと思いました。例えば中国人と違い、日本人はあまり直接
的な言い方をしないので、私は直接的にならないよう気を付けていま
す。違いを知ってコミュニケーションするのは大切だと思いました。
国際交流のお祭り「こいこい松本」では、日本人の学生と一緒に外国
人にインタビューしてプレゼンを作ったのはとても良い経験でした。
先生はいつも温かく励ましてくださるので心強いです。レポートを書
く時などは何回もアドバイスしていただき、感謝の気持ちでいっぱ
いです。松商短大なら多くの資格が取れますし、留学生のことをしっ
かりサポートしてくれます。学校生活はとても楽しいです。

毎回毎回の授業は、発見の連続！
嬉しいのは異文化の人と協力し合えること

互いの国の文化の違いを知って
コミュニケーションするのは、大切なことです。

トウ ジャフィさん

経営情報学科 2年

出身国：中国
サークル：国際交流クラブ

吉田 敦輝さん

商学科 2年

出身高校：豊科高校

日本語・国際交流活動
短期語学研修Ⅰ・Ⅱ

　いよいよ、ここ信州にもグローバル化の波が押し寄せています。「隣の
方が外国人」ということが当たり前の風景になるかもしれません！多くの
文化が共生するということはそれだけ、色々な見方、考え方があるってこ
と！何だかワクワクしませんか？でも、ちょっと待って！やっぱり、それだけ
色々な摩擦も起こりうるってことなんです。そ・こ・で、そうなる前に、この
授業で、ゲーム、心理テスト、理論、そして時には文化の異なる人との実
際のコミュニケーションを通して、異文化に向かう姿勢、「互いを認め合
う姿勢」を身に付けちゃいましょう！あなたも国際人の一員となれること、
請け合いです！

　さらに考えてみて！異文化って、外国の人だけに言えること？いいえ、社
会に出れば、年代の異なる人、地域の異なる人、また人生経験が全く異な
る人がいますよね？そういう人とコミュニケーションをとる時にも、この「互
いを認め合う姿勢」、異文化コミュニケーションスキルが大いに役立つん
です！

今、グローバル化社会に求められるもの！

異文化コミュニケーションスキル Ⅰ・Ⅱ
国際コミュニケーションフィールド　

ゼミテーマ あなたも国際人になって、色々な国の人と友達になろう！

どこでも役立つ異文化コミュニケーションスキル！

目指せ、国際人！
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ゼミナールご紹介

研 究 活 動（ゼミ）フィールド

ゼミがあるから安心！楽しく学び、松商短大を満喫してください！

研　究　活　動
基礎ゼミナール、専門ゼミナール

卒業研究

あなたも国際人なって、
色々な国の人と友達になろう！

中村ゼミ Junko Nakamura

　“ゼミ”はゼミナールの略称です。高校までのクラスと似ています。
教員ひとりに15人前後の学生という少人数制のゼミが16あり、ゼミ
ごとに特徴ある授業を受けることができます。学内のイベントにはゼ
ミ単位で参加することが多いので、ゼミは一緒に盛り上がったり楽し
んだりするチームでもあります。また、教員は就職活動を支援したり、
学生生活をフルサポートしてくれます。教員の研究室は出入り自由な
ので、いつでも何でも相談できちゃいます。

　入学からしばらくは基礎ゼミと呼ばれる“仮のゼミ”に所属します。短
大生活で困らないように、授業の選び方や、レポートの書き方などを教
えてくれます。そして夏休み前には、卒業まで所属したい専門ゼミを選
びます。例えば、簿記・会計・会社経営・マーケティング・国際文化・心理
学・ブライダル・福祉などなど、内容や進め方はゼミごとに違います。アウ
トキャンパスやゼミ旅行など、ワクワクの企画もあります。入学したら、
学生も教員もみんな仲良しなことに驚いちゃうかも。クラスに似ている
けれど、もっと仲良しで楽しくて濃いのが松商短大のゼミなのです。

基礎ゼミと専門ゼミゼミって？

企業経営の分析
～Excelでグラフを書こう～

山添ゼミ Masahiko Yamazoe

Flashを使って
動くホームページを作ろう！

浜崎ゼミ Hiroshi Hamasaki

マーケティングのワクワク体験！
おいしいおにぎり食べましょ！

金子ゼミ Noko Kaneko

ブライダルコーディネーターを目指そう！
将来の自分の結婚式にも役立つかも!?

小澤ゼミ Takeshi Ozawa

常に簿記的発想で考えよう！

香取ゼミ Tomonori Kato

ドイツを通してヨーロッパの
経済・社会・文化を知ろう！

糸井ゼミ Shigeo Itoi

楽しく学ぶグローバル文化やヒューマニズム：
Ａ rainbow-color adventure.

オリバー カーターゼミ Oliver Carter

仲間と共に心理学を学び、
深めよう！

中山ゼミ Ayako Nakayama

簿記という技術を活かして
企業・社会を知ろう！

木下ゼミ Takahiro Kinoshita

みんなで合格！ 銀行業務検定試験

藤波ゼミ Daisaburo Fujinami

「使いにくい」を「使いやすい」に
変えていく力を身につけよう！

廣瀬ゼミ Yutaka Hirose

アイディアをかたちにしよう！
わくわくゲームプログラミング

矢野口ゼミ Satoshi Yanoguchi

企業の事業展開の
成功のポイントを整理します

飯塚ゼミ Toru Iizuka

「よむ」「書く」「伝える」活動で、
言語技術の向上をめざします！

篠原ゼミ Yumiko Shinohara

運動と健康を科学する！

川島ゼミ Hitoshi Kawashima
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先輩からのメッセージ

初めはわからなくても、
就活の心構えと対策がしっかりできます。

イキイキと話す先輩たちの話を聞いて、
刺激を受けました！

入学してすぐは、就職のことなど全く考えられませんでした。キャリ
アクリエイトの授業では、筆記試験の勉強や面接の練習をして、卒業
生から仕事の様子や、どうやって就活に取り組んだらよいかなどの
話を聞きました。そうするとどんどん、仕事のイメージもわき、資格
試験の取得にも積極的に取り組むようになりました。１年の秋から冬
にはキャリアセンターで興味のある企業の資料を詳しく調べ、合同
企業説明会に備えました。センターの先生はいつも私たちのことを
考え、親身になってアドバイスしてくれましたし、先輩たちが残した
試験レポートは大いに参考になりました！
２年になるとゼミ活動も盛んになるので、できるだけ１年の時に資格
試験に挑戦し、就活に備えるとよいですよ。

１年の夏ごろは、就職活動といっても、ピンとこないところがありまし
たが、キャリアクリエイトの授業で、仕事にやりがいをもって取り組
んでいる先輩たちの話に刺激を受けて、私も頑張ろうと思いました。
授業で教えてもらったマナーやあいさつの仕方、メイクはとても役立
ちました。就職活動は大変ですが、自己分析をして自分を知ることが
できたのは良かったと思います。求人票を見てわからないことがあっ
た時は、どの先生にでも気兼ねなく相談でき、アドバイスをもらえまし
た。就職だけでなく、高校の時と違って、わからないことはどんどん先
生に聞くことができたので、勉強している充実感がありました。
みなさん、最後の学生生活をぜひ楽しんでください！

福井 綾音さん

2013年3月卒業 商学科

出身高校：塩尻志学館高校
勤務先：マルニシ

瀧沢 眞歩さん

2014年3月卒業 経営情報学科

出身高校：松商学園高校
勤務先：和田正通信サービス

キャリア・クリエイト、キャリア・スタンダード
コミュニケーション学、ビジネス文書進 路 支 援 フィールド　

　自分自身のことをしっかり理解する自己分析講座があります。自分のこ
となのに新しい発見があったり、潜在的な能力に気づくことができたり。自
分の個性を活かし、悔いのない人生を歩めるよう、自分を見つめ直すこと
は大切です。また、企業研究講座では、地域企業についての理解を深める
ことができます。自己分析講座で自分の良さや将来やりたいことを発見し
たのに、自分を活かせる職場に出会わなければ残念です。県内企業を中心
に、あらゆる業界の特徴や事業内容について知識を吸収してください。

　マナー講座では、社会人のマナーが習得できます。名刺交換の仕方、電
話応対、書類提出の仕方、コミュニケーションの取り方など、社会に出てす
ぐに必要となるマナーです。一歩リードの就職活動ができますし、企業の
方からも喜ばれています。さらに、美しい言葉遣い、ヘアメイク、立ち居振
る舞いなど、自分を魅力的に見せるコツまで学ぶことができます。どこへ
行っても恥ずかしくない自分になれるので、就職活動中も自信を持って行
動できるはず。ここまできめ細かい就職支援は松商短大ならでは。安心し
て進路を決めることができます。

社会に出るために必要な知識やスキルが身につきます。力強いサポート！

進　路　支　援

社会人のマナーを学ぶと自信が持てる！

視野が広がり、進みたい道が見えてくる！
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福島 明美非常勤講師Teacher : Akemi Fukushima

先輩からのメッセージ

私は消極的な性格で、その性格を直したいと思い地域社会活動を選
択しました。最初は緊張しましたが短大２年の頃には活動のリーダー
を務めるようになり、変われた自分が嬉しかったです。
現在、私は営業事務の仕事を先輩方と一緒にしています。職場では
いろいろな世代のお客様と関わりますが、学生時代に地域の方と関
わったおかげで様々な考え方が出来るようになったこともあり、臆す
ることなく話せます。
地域社会活動は時には大変で「もういやだー」ということも…。
でも仲間と励ましあって乗り越えた経験は全て自分の財産になりま
す。皆さんも社会活動してみるといいですよ。

座学とは違い興味のあることを活動につなげ、それを自分で実践し
ていけるということにひかれ授業を選択しました。
私は元から興味があった子どもとの関わりを活動の中心に置き、児
童センターに行ったり、親子が触れ合える場所づくりを友達と立ち
上げました。活動を進める中で子どもたちの笑顔に触れ、自分自身
も元気をもらうことができました。この活動をきっかけにこれからの
自分の生き方を見直し、子どもと関わる仕事に就きたい！という思い
が強くなり、卒業後に進学して資格を取得して幼稚園に就職しまし
た。今は子どもたちに囲まれ楽しい毎日を送っています。
授業を通し新しい自分を見つけ、一歩を踏み出す勇気をもらえました。

たくさんの“人”との
出会いに感謝です！

社会活動で学んだことは、
私の財産です！

土屋 美和さん

2010年3月卒業 経営情報学科

出身高校：豊科高校
勤務先：ささべ幼稚園

大輪 啓子さん

2012年3月卒業 経営情報学科

出身高校：松本筑摩高校
勤務先：東洋計器

コミュニケーション学・
コミュニティリーダー進 路 支 援 フィールド　

　私たちは、社会の中で様々な人とかかわりながら生活しています。未来
に向けて幸せに暮らすために「今、大切にしたいことは何なのか」そのため
に「自分は何ができるのか」を考え、地域社会にかかわっていきます。地域
社会活動を通して、地域社会や地域で行われている活動に関心を持ち理
解を深めながら、社会と向き合う力や行動する力を身につけます。また、地
域の様々な人とのふれあいはコミュニケーション力を高め、自分の将来を
見出す一歩となります。

　社会人基礎力とは「職場や地域社会の中で多様な人々とともに仕事す
る上で必要な基礎的な能力」として、経済産業省が提言したものです。　
地域社会活動を積極的に実践することで、「主体性」「働きかけ力」「実行力」

「課題発見力」「計画力」「創造力」「発信力」「傾聴力」「柔軟性」「情況把握
力」「規律性」「ストレスコントロール力」といった、今地域社会で求められる
社会人としての力が身につき、就職活動や卒業後の社会とのかかわりに役
立ちます。

地域社会を知り、活動を通した学びで、地域に求められる人材へ

地  域  社  会  活  動

「地域社会活動」で身につく社会人基礎力

地域社会活動の基本は「人との関わり」です
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Teacher : Harumi Kasuga春日 はるみ非常勤講師

医療事務演習・医療事務コンピュータ講座
メディカルマナー講座

先輩からのメッセージ

主婦としても役立つ。
資格取得の達成感も大きいです。

医療事務の資格だけなく、
仕事で使える資格がたくさん取れました！

入学前から医療事務の仕事に就きたいと思い、医療事務の資格が取
れる短大や専門学校を探していました。そして、松商短大の、専門学
校では学べない「医療事務＋α」の部分に惹かれました。さらに松商
短大の医療事務講座は医科、歯科、調剤などたくさんの資格に挑戦
できるうえ、先生も一人ひとり質問に丁寧に答えてくれるので、とて
もやりがいがあります。また、ホームヘルパー（現 介護職員初任者
研修）や手話など、医療福祉に関する資格も取得できるんですよ。
実際に医療事務の仕事をしてみて、パソコンや会計の勉強ができな
いと日々の仕事が何も進まないことにも気付きました。
社会で必要とされることが一通り学べる授業が揃っている松商短大
を選んで本当に良かったです。

入学する時は、将来のことが何も決まっていなかったので、視野を広
げるためにいろいろやってみようと医療事務を受講しました。医療事
務コンピュータの授業では、パソコンでの事務処理を実践的に学び
ました。一つ間違えたら、患者さんへきちんとした請求ができないと
いうシビアなものを感じましたが、「だからこそ責任感を感じるし、や
りがいがあるよ」と先生から言われ、前向きに取り組めました。これ
は他の仕事にも通じることだと思います。
レセプト（診療報酬請求書）の宿題を友達と教え合って努力し、それが最
後には資格という形になるので、やり終えた達成感があります。わから
なくて困ってしまうような時にも、先生が受け止めてくれて丁寧に教え
てくれたので、しっかり理解することができ自信にもつながりました。

上田 玲奈さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：伊那弥生ヶ丘高校
勤務先：アルプス中央信用金庫

降籏 希さん

2010年3月卒業 経営情報学科

出身高校：韮崎高校
勤務先：相澤病院

医 療 事 務 フィールド

　体の調子が悪いとき病院やクリニックに行って、まず、保険証を受付に出
しますよね。その保険証の確認や診察券の発行など医療事務の仕事で『受
付業務』と言います。そこで大切なのは、患者様の不安を和らげるような優
しい笑顔と丁寧な対応をすること、つまりマナーです。また、入院のときに
は、看護師の補助などもします。これが『病棟クラーク』という、仕事。『オペ
レータ業務』という、カルテ内容を正確に読み取って、コンピュータ入力する
仕事もあります。だから、パソコンも使えないと仕事にならないかも・・・。

　その他に、医療事務の大切な仕事の1つが『診療報酬請求業務』。検定
試験もこれが中心。カルテ内容から診療にかかった費用を計算するけど、
治療や薬はものすごい種類があるので覚えることなんてできない。だか
ら、資料や電卓も持ち込みOK！限られている時間内に正確に計算できな
いといけないので結構大変。だけど、やりがいはあるのがこの『医療事
務』。日本は高齢化で医療業界の仕事も増えてきている。それを事務の立
場でサポ−トする、いわば事務の専門家。また、一生使える資格でもあるの
で、頑張るだけの価値はあるんだ！！

病院受付業務や診療費の計算など大切な医療事務のプロを育てます

医 療 事 務 講 座 

資格試験って難しいの？？

医療事務の仕事とは？



252016  NAVIGATION

図
書
館
司
書
フ
ィ
ー
ル
ド

Field 10

Teacher : Yumiko Shinohara 篠原 由美子教授

情報サービス論・情報資源組織論
図書館総合演習

先輩からのメッセージ

小さい頃から本が好きでした。小6の時に司書の方が、私にぴったり
の本を選んでくれるので、図書館に通うようになりました。中学の時
には、有川浩の『図書館戦争』を読んで司書になろうと思いました。
授業では、図書館のサービスや制度、歴史などを幅広く学び、本好き
だからこそときめくワードがたくさん出てくるんです。本好きの仲間
と共に学ぶ授業は楽しいです。愛知県の図書館も見学に行きました。
高校3年でオープンキャンパスに参加し、司書以外にもマーケティン
グや簿記など幅広い分野が学べることがわかって感激しました。そ
してその日のうちに「松商短大に行く」と親に言いました。キャンパス
を案内してくれた「マツナビ」の先輩方が、 “おもてなし”をしてくれ
たのも嬉しくて、今はスタッフになり活動しています。

ときめきワードがたくさん出てきます。
本好きには、“たまらない”授業です。

基礎から学べる
図書館の勉強は楽しいですよ！

原 彩子さん

2013年3月卒業 経営情報学科

出身高校：赤穂高校
勤務先：竹腰工業所

川村 美咲さん

経営情報学科 2年

出身高校：日川高校
マツナビスタッフ

図 書 館 司 書 フィールド　

もともと本が大好きで、図書館司書にあこがれを持っていました。授
業では「図書館とは何か」から始まり、図書分類、施設・設備、サービ
スなど基礎的な知識を学びました。
就職に役立つというよりも、好きなことを勉強できたことが嬉しかっ
たですね。先生も理解しやすいようにレジュメを工夫しながら教えて
くれました。アウトキャンパスで愛知県田原市の図書館にも行きま
した。子ども向け家具などが揃っているスゴイ図書館でいい刺激を
受けました。地域づくり考房『ゆめ』が発行する「ゆめ」通信の編集や、

「Volere!!」という新入生向けの冊子づくりにも参加して、充実した
学生生活でした。
松商短大は情報設備が充実しているので、司書の学習にも好都合です。

　「図書館のイメージが変わりました」　講義を受けた司書をめざす多く
の学生が、そんな感想を語ってくれます。本の貸出しや整理だけではなく、
さまざまな年齢や職業の利用者のニーズに応えられる広い教養が求めら
れるからです。
　「図書館概論」は、そんな司書になるための入門科目です。図書館の種
類や現状、法律、歴史などを学びます。また、講義のほかに県内・県外のす
ぐれた図書館を見学して図書館と司書の実際の姿にふれます。

　司書は図書館員に必要とされている資格です。司書の資格は国で定め
られています。学ぶべき科目も法律で決められていて、図書館司書フィー
ルドの科目がこれにあたります。情報検索、資料整理、利用者目線で考え
るサービス精神、そして流動する社会への関心。司書の科目では、そんな
姿勢と能力を身につけていきます。そう、それは図書館員だけに限らな
い、現代に求められる有能な職業人の道にもつながっています。

知的世界への案内人として図書館実務をマスターする

図  書  館  概  論

ゼミテーマ 「よむ」「書く」「伝える」活動で、言語技術の向上をめざします！

図書館は奥が深い!!

デキル職業人への道
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Teacher : Masako Ota太田 正子非常勤講師

先輩からのメッセージ

高校の時は、芸術系と医療系の両方の進路を考えていて、松商短大な
らいろいろと学ぶ中から選べると思い、入学しました。ファッションビ
ジネスは、商品が消費者に届けられるまでの過程を学ぶのですが、表
には出てこない流通事情を教えてもらったり、キティちゃんの商標権
についてのビデオを観たり、メリハリがあってわかりやすい授業でし
た。お客さんのニーズを探る勉強では、相手をよく見て今欲しがって
いるものを理解することなど、日常生活にも応用できました。医療事
務も勉強してみると、領収証の見方がわかるなど役に立ちます。みな
さんも、ちょっとでも興味があったら何でも挑戦してみてください。
先生との距離も近く、ゼミでは楽しい仲間に恵まれて充実した学生
生活を過ごせました！

服が好きで人と関わることも好きだったので、アルバイトをアパレル
関係にし、勉強しながら接客したいとファッションビジネスを受講し
ました。授業では、ファッション用語、ビジネス用語、スタイルなど幅
広く学び、お客さんとの会話の中に、覚えたばかりの話を取り入れる
とうまくコミュニケーションができ、販売につながりました。
授業の中でスタイルについてまとめてプレゼンをした時は、伝える
ことの難しさに悩みましたが、先生のアドバイスもあり、最後には自
信を持つことができました。私は、松商短大に入って、マーケティン
グや社会人としてのマナーなどを学び、人と関わる仕事の魅力を知
りました。ファッションはずっと使える知識になるから、ここで受講す
るのはいいチャンスだと思います。

ファッション知識は、ずっと使えるもの
この時に学べるのはいいチャンスです。

少しでも興味があったら、
何でも挑戦してみてください！

北澤 愛子さん

2014年3月卒業 商学科

出身高校：穂高商業高校
勤務先：片桐建設

待井 隼登さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：松代高校
勤務先：タカチホ

ファッションビジネスⅠ・Ⅱ、ファッションビジネス用語Ⅰ・Ⅱ
ファッション販売能力検定試験対策ファッションビジネスフィールド

　大好きな服をつくって､販売して、仕事にする。でも、その服を売るため
には、どんな服を作るの？（マーケティング）、どうやって作るの？（生産）、ど
うやってお店まで届けるの？（流通）、どうやって売るの？（販売）、いくらで
仕入れて、いくらで売ればいいの？（会計）っていう、いっぱいの？を考えな
いといけない。そんなビジネスの勉強を「ファッション」というわかりやすい
例を使って学ぶのがこのファッションビジネスの講義なんです。

　「販売ってただ売ればいいんでしょ」と考えているかもしれませんが、
今、上に述べたようなことをちゃんと理解して、日本経済を支えるビジネス
としてファッションをとらえる人に。また、きちんと知識をもって自分の仕
事をとらえられたら、毎日の仕事の面白さは格別です。というわけで、正社
員の販売員やバイヤーになるためには、検定試験の級はとても役に立つ
のですよ。

大好きな服からビジネスを考える

ファッションビジネス

どんなことを学ぶの？

販売に検定試験があるの？
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Teacher : Masao Shirota 白田 正夫非常勤講師

先輩からのメッセージ

言葉でない自己表現ができるようになる！
就職活動でもアピールできます。

自分を見つめなおす、
特別な時間です。

「華道」や「フラワーアレンジ」に興味があって受講しました。
この授業では、花の生け方はもちろん、華道の歴史、花の知識、作法
などを一通り学ぶことができるので、初心者でも気軽に生け花を始
めることができると思います。
私は、授業とサークルで華道にふれる機会を持ち、普段の生活とは
まるで違う時間を過ごすことができるので、気分転換になるし、集中
力も増した気がします。
いろんな経験を通じて、２年間を過ごすことが将来につながると思う
ので、みなさんも松商短大の幅広い学びを楽しんでください。
まずは、オープンキャンパスでいろんなミニ講義を体験するといい
ですよ。

私は授業だけでなく、友達と一緒に華道部にも入りました。最初は華
道って、堅苦しくて難しいイメージでしたが、教科書通りに生けたら意外
と楽チン。先生から「お花は“こうすればきれいになる”と話しかけてい
ます」と聞き、それを意識して生けていると、本当にきれいな作品がで
きました。その日の気持ちや体調も影響があるし、華道は奥深いです。
講義では伝統文化や流儀の成り立ちについても教わりました。
自分の表現に集中して作品をつくり、褒めてもらった時は最高にうれ
しくて、達成感もあります。松商短大に入って華道を学び、言葉以外
でも自分が表現できるようになって本当によかったと思います。就
職試験の面接でも華道で話が広がりました。みなさんも、チャレンジ
してみませんか。

酒井 里恵さん

2015年3月卒業　商学科

出身高校：穂高商業高校
勤務先：セキスイハイム信越

河原 亜希香さん

2013年3月卒業 商学科

出身高校：明科高校
勤務先：深志神社 梅風閣

華道入門、華道の基礎芸 術 と 文 化 フィールド　

　華道（いけばな）は、自然を愛し自然を深く見つめた日本人の心が生み出
した、他の国にはない芸術です。変化に富んだ四季に恵まれた日本では、身
近に見られる草花で季節感を味わい、自然を愛でる心が育まれてきました。
　生活環境の変化で、自然と触れ合う機会が失われることが懸念される
中、生きた草花に触れ、その草花を使って美的な感覚を養う「いけばな」
は、これからの生活になくてはならないものとなるでしょう。
　日本の伝統文化「いけばな」を習得することは、社会生活ではもちろん
のこと、国際文化交流にも役立つことだと思います。

　花は、嬉しい時も悲しい時も私達の心を和ませ、癒してくれます。片隅に
活けられた一挿しの花にも、「おもてなし」の心を感じとることができます。
　日々の生活の中で、花と向き合える時間(とき)はとても貴重なもので
す。花と語らい、花鋏の音を聞きながら作品を仕上げる楽しさを学んでみ
ませんか。
　勉強した成果を作品展（花展）で発表する機会もありますよ！

今に伝わる華道の心

華 道 入 門・基 礎

花と向き合う貴重な時
とき
間

華道は日本の伝統文化
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Teacher : Akemi Yabana矢花 明美非常勤講師

先輩からのメッセージ

女性らしい立ち居振る舞いや所作、
常識が身につきます。

日本の伝統文化と「おもてなし」の
心が学べます。

授業では、茶道の基本を学んだ後に、お茶を点てました。和室の入り
方、ふくさのさばき方、礼儀作法など、先生は私たちの一つひとつの
動作を見て、丁寧に教えてくれました。
茶道は堅苦しいようなイメージもあるかもしれませんが、そんなこと
はなく、やってみると楽しいものです。丁寧にお茶を入れ、ゆっくりお
菓子をいただくと本当においしいんです。今まで知らなかった日本
の伝統文化と「おもてなし」を学び、茶道を通して、物を大事に扱うこ
と、おもてなしをする側、受ける側、互いの心遣いが大切であること
を知りました。
資格取得の試験や就職活動に向けて頑張っていますが、茶道はこれ
からもずっと続けたいと思っています。

日本の伝統文化を会得して、日常生活で女性らしく自然と振る舞え
るようになりたいと思い受講を決めました。
先生はとても親しみやすい素敵な先生です。お茶のいだだきかたや
歩き方、そして器や季節の花のことなど昔から受け継がれてきた日
本の文化を、その背景と共に一つひとつ説明してくださいました。茶
道を習うということは、ただお茶を淹れるということではなく、そこに
凝縮された知恵を学ぶということです。
松商短大には「華道」の授業もあるので、ぜひ社会人になる前に日本
の文化を学び、女性らしい立ち居振る舞いや所作、常識を身につけ
てもらえたらと思います。就職活動での面接試験などにも役立つ、と
てもおすすめの授業ですよ。

今村 ゆかりさん

2013年3月卒業 商学科

出身高校：飯田長姫高校
勤務先：飯田信用金庫

関田 萌加さん

商学科 2年

出身高校：丸子修学館高校
サークル：短大フットサル、短大バレーボール

茶道入門、茶道の基礎芸 術 と 文 化 フィールド

　茶道は、日本の伝統文化をすべて総合的に会得できる、優れた修行の場
となります。ただ湯を沸かすために灰を仕込み、炭が火のこを飛ばさない
ように水で洗い干し、香を炊く。計算された動作。利休という先輩が考え抜
いた所作が今もおもてなしのこころとして脈々と受け継がれています。何
でもスイッチ一つで出来る現在だからこそ大切にしたい事が、たくさん詰
まっています。湯の音に耳をすませ自分と向き合う時間、そして周りの方
を幸せにする時間を皆さんと修行していきたいと思っています。

　今まで茶道を習った事がなかった私は、今回茶道の奥深さにとてもおど
ろきました。“お茶”に“命”のようなものを感じました。お茶をいただく時、
お茶室からは、なんの景色も見えません。でも、正座をして静かなお茶室
の中にいると、お菓子や道具花などで四季を感じられ、水（お湯）の音で川
の流れのようなものを感じたり、なつめの中の抹茶が山のような、崖のよ
うな風景になっていたりで、お茶をのみながら季節や光景を感じることが
できました。奥が深くてなんだか芸術的だなっと思いました。茶道を通じ
て日本人の感性に触れることができて本当によかったです。

茶道は日本の総合文化です。

茶 道 入 門・基 礎

受講生の感想文  〜レポートを通じて感じた事〜

「おもてなしのこころ」は茶道から
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Teacher : Kojo Nishimura 西村 香穣非常勤講師

先輩からのメッセージ

「字」は生活の基本！
どんな場面でも活躍できる教養です。

書道には、“その人なりの美しさ”
があります。

小さい頃から書道を習っていて、小筆を使うなど様々な書の表現も
やってみたいと思い受講しました。授業で基礎から教えてもらうと、
あらためて自分のできないところに気づかされました。先生は、どの
ようにすればきれいな字が書けるのかを、丁寧に教えてくれます。
高校までは上手に書けることが一番でしたが、短大に入ってから、書
には様々な書き方があり、その人なり、その書き方なりのきれいな
字があることに気づきました。硬筆も毛筆も、今は自分らしく美しく
表現することに取り組んでいます。自身も周りを見ても、書は、継続
すれば必ずきれいになり、だんだん面白くなります。
就職活動も書類から始まるので、読みやすく美しい字は有利だと
思います。

短大生になって、今まで以上に人に読んでもらう文章を書く機会が
増えました。だからこそキレイな字で書けたらといいなと思い選択し
ました。就職活動では、履歴書やエントリーシートを何社にも提出す
るので、ある意味「字」も評価の対象なんです。
授業では、手紙の構成から始まり、平仮名の草書体、漢字仮名交じり
の文書を練習をしました。そして最後には自分のお気に入りの一言
を色紙に書くのですが、失敗が許されないのですごく緊張しました。
それでも自分の好きな言葉を自分の字で上手く書けるのは楽しかっ
たです。
私は書道の他にも、図書館司書や児童文学などの授業が好きで、い
ろんな勉強を通して興味が広がりました。

姉崎 望美さん

2013年3月卒業 商学科

出身高校：長岡商業高校
勤務先：越後長岡農業協同組合

丸山 実紗さん

経営情報学科 2年

出身高校：松本第一高校

芸 術 と 文 化 フィールド　書道入門（ペン習字）、
書道の基礎（毛筆）

　平安の昔から貴族は文字に神秘を感じ、美しい文字によって心の思いを
伝えようとしました。結果、紙・墨・筆など文房具が日本的な趣向で発達し
てきました。この美しい文字への憧れは、パソコン隆盛の現代でも私たち
の心の奥深いところに潜在的に残っています。

　容姿・言葉・立ち居振る舞い。あるいは自然に目を向けても、美しく感じ
心がときめく対象がたくさんあります。しかし年齢と経験を重ねるにした
がって美意識も変わってきます。美しいと感じる文字も、今まで生きてき
た軌跡がどのように表現されているか、これが大事なのです。
　何事も基礎は大事です。正確なデッサン力があって応用があり個性が
光ります。根気と情熱を持って続けていけば、相手の心に残る美しい文字
が書けるようになるかも？しれません。

感性を磨きながら新しい自分と出会う

書 道 入 門・基 礎

美の探究

生き方によって文字も変わる
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自分の未来は自分でつくる。

ポテンシャル無限大!!
自 分 の 興 味 ・ 将 来 に 合 わ せ て 自 由 に 選 ぶ 。16FILDs

自 由 自 在

13 Field
ブライダル
フィールド

ウエディング･プランナーを目指す

■ブライダル入門・概論
■カラー・コーディネート
■アロマテラピー
■ネイルアート

▶ P.30 〜

14 Field
心とこども･福祉
フィールド

こどもの気持ちを理解しよう

■心理学 ■絵本の世界
■ベビーシッター講座
■子ども家庭福祉論 ■手話入門

▶ P.32 〜

15 Field
介 護
フィールド

誰もが必要となる介護知識を学ぼう

■介護職講義
■介護職演習

▶ P.35

16 Field
スポーツ･健康
フィールド

スポーツ大好き＆健康を科学する

■生涯スポーツ（実技）
■運動とからだの健康　
■運動とこころの健康
■食品の安全性と健康

▶ P.36

9 Field
医 療 事 務
フィールド

医療の現場で実力発揮　

■医療事務講座（医科・歯科・調剤）
■医療事務演習（医科・歯科・調剤）
■医療事務コンピュータ講座
■メディカルマナー講座

▶ P.24

10 Field
図 書 館 司 書
フィールド

図書館大好き＆読書大好き

■図書館概論
■図書館制度・経営論
■図書館情報資源概論
■図書館施設論

▶ P.25

11 Field
ファッションビジネス
フィールド

ファッションビジネス最前線を学ぶ

■ファッションビジネスⅠ・Ⅱ
■ファッションビジネス用語Ⅰ・Ⅱ

▶ P.26

12 Field
芸 術 と 文 化
フィールド

日本の伝統文化・文学を学ぶ

■茶道入門・基礎 ■文学
■華道入門・基礎 ■囲碁
■書道入門（ペン習字）・基礎（毛筆）

▶ P.27 〜

結 婚

子育て

介 護

生 涯

!!
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Teacher : Takeshi Ozawa小澤 岳志専任講師

先輩からのメッセージ

夢を叶えた松商短大の
ブライダルフィールド。将来の自分の結婚式にも役立ちます！

高校生の頃からブライダル業界で働きたいと思っていました。
ブライダルの定義や歴史、式の種類など、全く知らなかったことが理
解できる授業はとても楽しく、また実際の結婚式の映像を見たり、神
前式を実際に見学しに行ったりと、とても勉強になりました。
担当の小澤先生のゼミにも入って先生との距離もさらに近くなり、
詳しい知識を学びながら、ブライダル関連への就職相談にも乗って
いただきました。
ブライダル関連の知識に加え、簿記やパソコンの授業、ネイルとア
ロマ、色彩の授業もおすすめです。ブライダル業界へ進まなくても、
将来の自分の結婚式に役立てることができる内容なので、ぜひ気軽
に受講してみてください。

小学生の時から、ウエディングプランナーの仕事に憧れて、その夢を
叶えるために松商短大に入学しました。
授業では実際の結婚式の映像を見たり、挙式スタイル、結納などに
ついて学びました。また、ブライダルフィールドには、カラーコーディ
ネートなどのブライダルに関する資格が取れる授業もたくさんある
ので、とっても役立ちました。
就職活動も決して楽なものではありませんでしたが、ビジネスの勉
強もできたし、自分が好きで学んだ知識をアピールして内定を勝ち
取ることができましたよ。憧れのブライダル業界で、お客様一人ひと
りの人生に携われることを喜びに感じて、かっこいいウエディングプ
ランナーになりたいと思います。

花輪 実咲さん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：甲府商業高校
勤務先：富士屋ホテル

峯村 志保さん

2011年3月卒業 経営情報学科

出身高校：長野商業高校
勤務先：藤屋（The Fujiya Gohonjin）

ブライダルコーディネータ論・ブライダル産業論
ブライダル概論ブ ラ イ ダ ル フィールド

　ブライダルの講義は２年間に渡り４科目あり、継続して様々な事を学んで
いきます。でも実際に結婚式に出席した事のない人もいるよね、だから結婚
式の映像も見せちゃいます、もしかしたら結婚式場の見学もできるかも！　
私もいつかは結婚するだろうな！？そして結婚式もしたいな～！そんな時のた
めにもブライダル入門はおススメ。そして大学の授業ならではの、ちゃんと
した知識の習得も大切です。結婚する事の意味、結婚に関する法律、結婚す
る人達の現状、現在の結婚に関する問題点、ブライダル業界の現状、等々。
また地域による違いも沢山あります。そんなことを勉強した上で“自分だっ
たらこんな結婚式がしたい！”そんな夢を膨らませてみても楽しいかも。

　がんばって勉強してくれたら「アシスタント・ブライダル・コーディネー
ター」という資格試験に合格出来ます。しかも合格率（２０１3年度１００％）も
抜群！　ブライダルのお仕事と言っても、実は沢山の職種があります。ホテ
ル、専門式場等の会場関係の他、衣裳屋さん、カメラマン、花屋さん、エス
テやヘアメイク、または披露宴の司会者まで、就職活動の選択肢がぐっと
広がります。

結婚するってどういうこと？結婚式って何のためにやるの？

ブ ラ イ ダ ル 入 門

ゼミテーマ ブライダルコーディネーターを目指そう！ 将来の自分の結婚式にも役立つかも!?

将来ブライダルのお仕事をしてみたい！

いつかは私も結婚したい！
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Teacher : Kayoko Ozawa 小澤 賀世子非常勤講師

先輩からのメッセージ

“香り”の効果はすごい！
体調管理にも役立ちます。

夢と現実の違いを知ることから、
始まります。

高校３年の時にブライダルの仕事に興味がわき、そのための資格を
取ろうと松商短大へ入学しました。アロマテラピーの授業では、１０
種類ほどのアロマを使い、それぞれの効能、組み合わせの効果を考
えて、自分好みの化粧水や香水をつくりました。テスト期間には、集
中力を高めるアロマで前向きに取り組めましたよ。ブライダルの仕
事は華やかで厳しく、競争率も高く、半端な気持ちではできません。
夢ばかりではだめだと思い、どんな仕事にも使えるエクセルやワー
ドなどで、上級の資格が取れるよう頑張りました。
人見知りだった私ですが、ゼミの仲間と活動する中で、自分から話し
かけ、前へ出て行けるようになってきたと思います。入学して２年は
あっという間です。どうぞ１日１日を大切にしてください。

自分自身でケアする術を身につけたくて、1年の時にアロマテラ
ピーを受講しました。計算式をもとに精油をブレンドして、毎講義１
つずつ香水や化粧水、入浴剤、万能薬などをつくります。“香り”っ
て、こんなにも効果があるのかと驚きでした。講義の後も楽しみな
がらアロマで体調管理をしています。2年で受講したカラーコー
ディネートは、目のしくみや感じる光について、また色を組み合わせ
る効果など、基礎をわかりやすく教えてもらいました。松商短大で
は、興味があるブライダルの知識だけでなく、社会人として仕事を
するための基盤を身に付けられたと思います。身に付けておくべき
こととやりたいことを組み合わせるカリキュラムは、本当に良かった
です。

上條 祐未さん

2014年3月卒業 経営情報学科

出身高校：松商学園高校
勤務先：和田正通信サービス

吉池 優美さん

2015年３月卒業 経営情報学科

出身高校：上田高校
勤務先：社会福祉法人大志会「森の里」

ブ ラ イ ダ ル フィールド

　フランス、イギリスではアロマオイルは家庭の常備薬として、ちょっとし
た身体の不調からストレス対策にまで、日々の暮らしの中で使われていま
す。また、香りは人の心の奥深くに静かに働きかけ、辛い時、悲しい時に優
しく寄り添ってくれます。
　今、代替医療としても注目されているアロマテラピー。自然の植物が持
つパワーと真の魅力に触れてください。きっと皆さんの世界を広げ、これ
から先の人生に役立ってくれるはずです。

　あなたは何色が好きですか？その色をどうコーディネートしますか？選
ぶ色はあなたの心を表し、コーディネートはあなたの個性を表しています。
　赤は情熱、青は怜悧、白は純潔、そして黒は強さ、というように、色にはそ
れぞれの個性とメッセージがあります。色の個性とコーディネートのルー
ルを駆使し、伝えたい思いやイメージを形にするのがカラーコーディネー
トです。
　ファッションカラーコーディネートであなたが輝きます。

色は個性を表し、香りはオーラを生む。あなたはどう輝く？！

アロマテラピーⅠ・カラーコーディネート
アロマテラピーⅡ・

色彩学の基礎

あなたの魅力も心も色で伝わる！

アロマテラピーは大切な人への愛です
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Teacher : Ayako Nakayama中山 文子専任講師

先輩からのメッセージ

社会人になると接するだろう様々な年齢層の方々の気持ちが理解
できればと受講しました。心理学、発達心理学、精神保健の科目で内
容は、思春期、いじめ、アルコール依存症、第一印象についてなど、今
後役立ちそうなものばかりでした。先生の話し方も安心できる優し
い声で、一人ひとりへの気配りを感じるわかりやすい授業でした。
たくさんの資格検定に向けた勉強をする中で、それだけではストレ
スもたまり、集中力が途切れてしまいますが、全く違う分野の授業を
受け、気分転換もでき、世界が広がりました。松商短大に入学した時
は、こんなにも充実した学びで活躍の場を広げられ、自信を持って卒
業できるとは思いませんでした。地元企業への就職を考えるなら、
松商短大がおすすめです！

思春期、いじめ、アルコール依存症、
第一印象… 今後に役立つテーマが学べます。

心理学から
コミュニケーションの大切を学びました。

人と関わっていく中で、相手の心理を知れたらいいな、と思い、心理
学を受講しました。テキストを使って心理学の歴史や、目から見える
ものと心理学のつながりなどについて身近な例を挙げて勉強した
り、実際に心理テストもやってみました。人と話す時のテクニックが
学べるので、日常生活はもちろん、就職活動でも成果を発揮できま
した。また、今までの自分を振り返り、授業で学んだことと照らし合わ
せて自分を知ることもできました。
興味があることでも、苦手なことでも何でも新しいことにチャレンジ
することは大切だと思います。それが大変なことであっても、あきら
めずに継続できたらその時は自分の力や強みになっていると思いま
すよ。

富所 ちな美さん

2012年3月卒業 経営情報学科

出身高校：六日町高校
勤務先：北越銀行

塩原 祐紀さん

2015年3月卒業 商学科

出身高校：松商学園高校
勤務先：松本ガス

カウンセリング心理学・発達心理学
精神保健心 と こ ど も ・ 福 祉 フ ィ ー ル ド

　心理学は人の心や行動について学びます。沢山の分野に分かれていま
すが、皆さんにとって興味深いテーマもきっとあります。例えば「性格診
断」、「人間関係」、「子どもの心」、「錯視錯覚」、「カウンセリング」などを学ぶ
ことができます。
　身近な例で説明しますので難しくなんかありません(^^)/　人それぞ
れ考えたり、思いを深めたり、心の動きを大切にして頂ければ・・と思いま
す。悩む心を元気に！そして知的好奇心を満たしてくれる科目、それが心
理学です。

　心理学を学び自分自身に気づき、人の思いを大切にすることで、心豊か
にゆとりを持って生きられるようになります。就職や子育てにも絶対に役
立ちます。一度心理学の世界に足を踏み込んでみませんか？授業を通して
楽しく真面目に、みんなの興味を広げ、更にはみんなの成長をサポートし
ていきたいと思っています。ぜひ共に学びましょう！

心の発達やメカニズムを学び、自分と向き合います。子どもの心も学べます。

心 　理 　学

ゼミテーマ 仲間と共に心理学を学び、深めよう！

共に学ぼう！どんな人にもお勧めです!!

心理学って？
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Teacher : Nahoko  Seki 関 奈保子非常勤講師

先輩からのメッセージ

赤ちゃん、子供が好きだけれど、ほとんど関わったことがなく、弟がい
たけれど育児を手伝ったこともなかったので受講しようと思いました。
保育の知識はもちろん、緊急時の対応、入浴の仕方などを実際に
やってみることで分かりやすく学べました。
私は、歯科医院に勤務しているので、患者さんがお子さんを連れて
来た時に、ベビーシッター講座で学んだことがとても役に立ってい
ます。他にも医療事務の資格も取れたし、パソコンや簿記も学ぶこと
ができたので、今の仕事に不安はありません。
短大生活は、大変なこともあれば、それ以上に楽しいこともありま
す。松商短大に入れば、学生生活を楽しみながら、「やりたいこと」見
つけられますよ。

医療事務だけではもったいない！
自分に「プラス」がたくさんあります。

リラックスした雰囲気で
赤ちゃんのことが学べます。

赤ちゃんの面倒を見たことがなく、将来役立ちそうだなと思って受
講しました。授業では、実際に赤ちゃんの人形を使って、沐浴や、着
替え、離乳食などを一から学びました。「こんなことがよく毎日でき
るな、自分もこんなふうにしてもらっていたんだ」と、親を見る目も
変わりました。月齢や年齢に合わせて、遊びや気を付けなければい
けないことも変わってくるし、具合が悪い時の対処法も教わるこ
とができるので、将来に役立つことがたくさんあると思います。グ
ループ作業もあり、楽しい内容で学ぶことができます。
私は、松商短大のフィールドに魅かれて、入学しました。いろいろな
知識を学んで、資格も取ろうと、高校生の時よりも積極的に頑張って
います。

山岡 理奈さん

経営情報学科 2年

出身高校：辰野高校

北澤 美穂さん

2011年3月卒業 経営情報学科

出身高校：塩尻志学館高校
勤務先：鴨居歯科医院

ベビーシッター講座
児童文学入門、絵本の世界心 と こ ど も ・ 福 祉 フ ィ ー ル ド

　ベビーシッターの勉強って、赤ちゃんの家で面倒をみるだけって思って
いない？もちろん、それはベビーシッターの大事な仕事なんだけど、みん
なもいつかは結婚して、パパやママになる時が来ると思うの。自分の子ど
もが泣きやまなかったり、ご飯を食べなかったり、駄々をこねたり・・・。そん
なときはどうしたらいいのか困ってしまいますね。ちょっと抱っこしたり、遊
ぶだけなら赤ちゃんってとっても可愛いんだけど、いざ育てるってなると
結構迷うことがたくさんありそう。しっかり勉強しておけば、将来パパ・ママ
になったとき、きっと役に立ちますよ。

　ベビーシッターの授業は実技が中心。見て、聞いて、さわって、だからとて
もわかりやすいんです。もちろん、保育の知識や技術はしっかり聞いて勉強
しますが、その後は、実際に実技にチャレンジ！授業で使う赤ちゃん人形は、
超リアルで本格的。肌触りや重さまで本物そっくりだから、沐浴やおむつ替
えなんかも本格的に体験できちゃいます。身近な材料でおもちゃを手作りし
たり、子どもの年齢にあった遊びを覚えたり、楽しくマスターできます。

子どもの発達を学び、育ちを見守る。将来にも役立つ！！

ベ ビ ー シ ッ タ ー 講 座

授業の様子は…

子どもを育てるって…
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Teacher : Yutaka Hirose廣瀨 豊准教授

先輩からのメッセージ

福祉ってこれからぜったい必要になると思っていたので、将来の役に
立つと思いこの授業を選択しました。
私が印象に残っているのは、バリアフリーやユニバーサルデザイン
など、すべての人が暮らしやすくなるための住環境を学んだことで
す。今までは身の周りのバリアフリーについてあまり気に留めること
はなかったけど、この授業を受けてから、使う人の立場に立った考え
方をするようになりました。
先生も丁寧かつ優しく教えてくれるので、初めて福祉のことを学ぶ
人におすすめです。そして、福祉住環境コーディネーターの資格に
挑戦できるし、そのための資格試験対策もバッチリです。

熱心な先生と、
実際に見たり体験しながら学ぶ授業です。

福祉から学ぶ、社会のこと、
商品のことが楽しいです！

もともとインテリアなど住居に関することに興味があったので選択
しました。高校３年生のときの進路選択でも、住居や建築に関する大
学を探していたのですが、心理学も学びたいと思い、親とも相談して
松商短大に決めました。
授業では福祉に関する法律を学んだり、福祉用具の知識、実際に
キャンパス内のトイレを見に行って、ユニバーサルデザインに配慮さ
れた施設を勉強しました。机に座っているだけでなく、体験型の授業
なので楽しく学べます。
今までぜんぜん知らなかったことを知ることができ、家に関してみる
目が変わった気がします。この授業で暮らしやすい環境について学
んでみてください。

林 真里奈さん

2013年3月卒業 経営情報学科

出身高校：松本美須々ヶ丘高校
勤務先：中部電力

丸山 智子さん

2013年3月卒業 経営情報学科

出身高校：長野商業高校
勤務先：コープながの

現代の社会福祉・ソーシャルワーク
福祉住環境コーディネート心 と こ ど も ・ 福 祉 フィールド

　私たちの身の回りにあるものは、平均的な日本人を対象にデザインされ
ています。例えば、みなさんがよく使う自動販売機は、正面に立つと、お金を
入れる場所は右側にあります。これは右利きの人がお金を入れやすいように
デザインされています。左利きの人は腕をクロスさせるか、右手でお金を持
ちかえないといけません。このように、身長１７０センチ位、体重６５キロ位、右
利き、健康、男性、日本人といった平均的な人を想定してデザインされてい
るので、当てはまらない人にとっては使いにくいデザインになっています。

　私たちの社会は、平均的な人ばかりが生活しているわけではありませ
ん。子どもから高齢者、妊婦、障害のある人ない人、右利き左利き、男性女
性、日本人や外国人等より多くの人が使いやすいように考えて、デザイン
したりサービスを考えたりするための視点を学びます。前述した自動販売
機や事務用品や、商品パッケージ、自動車、公共交通やテーマパークなど
導入している企業が増えてきています。使う人の立場になって、使いやす
いデザインを考える、当たり前のことですが、それを実践できる知識を一
緒に学びましょう。

使う人の立場になって、使いやすいデザインを考えるための知識を学ぼう！

ユニバーサルデザイン入門

ゼミテーマ 「使いにくい」を「使いやすい」に変えていく力を身につけよう！

どんな仕事にも求められる視点です。

平均的な日本人はどこにいる！
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先輩からのメッセージ

地域のため、家族のため、
自分のための福祉・介護が学べる！

資格取得だけでなく、
自分の成長を実感できます。

少子高齢化時代の今、高齢者の方へのサービスが重視されている
と思います。そんな時代に合った勉強をしたかったので、この授業を
選択しました。実習では介護をするうえで必要なことを一通り経験す
ることができました。実際に施設を訪問して実践的な実習を行うこ
ともでき、多くの方との交流が深まりました。そして高齢者の方から

「ありがとう」と言われた時はこの授業を受講して本当によかったと
心から思いました。
また、松商短大生だけでなく、松本大学の学生も受講するので交友
の幅が広がり、就職活動のアドバイスをもらったりしました。私はこ
の他にも、医療事務講座や図書館司書講座にも挑戦し、充実した短
大生活を送ることができました。

小さい頃から祖父母と過ごす時間が多かったり、家の近くの施設へボ
ランティアに行っていたことで高齢者と関わることがとっても好きでし
た。母もホームヘルパー２級（現 介護職員初任者研修）の資格を持って
いて、自分も資格を取って祖父母を支えることが出来たらと思い、松商
短大に入学する前から授業を受けようと決めていました。
授業では福祉サービスの基本や介護に関する知識と方法、住宅や福
祉用具など、介護といっても本当に幅広い知識が必要なんだと感じ
ました。
この講座で私も資格を取得することができ、その資格が希望の就職
に結びついたのですごく役立ちました！
短大で経験したことを生かして、人の役に立ちたいです。

岡 らら子さん

2012年3月卒業 経営情報学科

出身高校：長岡向陵高校
勤務先：コストコホールセールジャパン

深澤 絵里さん

2011年3月卒業 経営情報学科

出身高校：豊科高校
勤務先：敬仁会

介護員養成介 護 フ ィ ー ル ド

　わが国は、世界に先駆けて超高齢社会を迎え、介護ニーズは多様化し、
量的にも質的にも求められています。ホームヘルパーの正式名称は「訪問
介護員」であり、利用者宅を訪問して身体的な介護や家事援助サービスを
提供するための資格でした。しかし、ホームヘルパーの活躍の場は利用者
宅だけにとどまらず高齢者施設における活躍も期待されています。介護の
スペシャリストとして介護福祉士という国家資格がありますが、今回のみ
なおしで、「介護職員初任者研修」→「介護職員実務者研修」→「介護福祉
士」というキャリアアップの道筋ができました。

　介護の仕事は、排泄や入浴、食事などの介助を行う仕事ですが、本当に
支えているのは、高齢であっても障害があっても「その人がその人らしく
生活する」ことです。できなくなったことを代わりにお手伝いするだけでは
なく、介護の専門職が関わることで、その人が人生の最後まで自分らしく、
自分の望みをかなえられるように関わっていくことが大切です。
　介護の仕事に就きたい学生はもちろん、高齢者と関わる機会が増える
これからの社会に必要な知識と技術を学んでみませんか。

これからの社会に必要な知識と技術を学ぼう！

介護職員初任者研修

なぜ、ホームヘルパーをみなおしたのか

介護の仕事は、その人らしい生活を支えること



を貸与します。

iPadmini全学生に

または モバイルPC

松商短大では、全学生にタブレット端末「iPadmini」または「モバイルPC」を貸与。

これを活用した授業で、情報の共有や参加型授業が実現し、授業の理解度やIT活用能力もアップします。

◆電子化された授業の教材・資料・辞書などを携帯で
きるので、いつでもどこでも学習に利用できます。

◆インターネットにアクセスして、わからないことをす
ぐに調べたり、情報の収集ができます。

◆休講情報などの大学からのお知らせをリアルタイム
で見る事ができます。

◆メールやスケジュールなどを素早く確認して、友達同
士で情報の共有ができます。　etc…

授業では…

事前学習の指示・
参考資料配布

授　業　前
授業のテキスト参照や

『授業内容理解アンケート』
などにより、

双方向参加型授業を展開

授　業　中

授業フォロー・
新たな参考資料配布

授　業　後

新しい学びのスタイルで、キャンパスライフがより充実！

この他にも…
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16 Field

Teacher : Hitoshi Kawashima川島 均准教授

先輩からのメッセージ

健康のことは将来にわたって大切だなと思い、受講しました。「運動
とこころの健康」でストレス診断をして、普段運動をしている人は、し
ていない人よりもストレス耐性がある、というデータを見ました。日
頃運動をしていると、エネルギーが消費しやすく痩せやすい体にな
り、気持ちも安定するなど良いことがたくさんあります。きちんとし
た知識と効果的な方法も知ることができ、運動をすることが楽しみ
になりました。
先生は、プロジェクターや黒板で、工夫したわかりやすい図で教えてく
れます。トレーニング室でマシンを使って筋肉の動きを見たこともあり
ました。松商短大には“こんなに！”と思えるほど様々な分野の学びがあ
ります。面倒くさいと言わず、いろいろなことに挑戦してください。

正しい方法や効果を学ぶと、
運動することが楽しみになります。

自分の健康管理に役立つ知識を身につけようと受講を決めました。
特に「運動とからだの健康」という授業では、体の仕組みや寿命、栄
養素のことなど様々なことを学びました。
外部講師の方をお招きして効率の良い水分補給の仕方を学んだり、
トレーニングルーム体験も行ったりと、とても楽しく学ぶことができ
ました。
笑顔で穏やかな川島先生の授業は、面白く解りやすいので、自分の
健康のためだけでなく、家族など大切な人の健康にも気を配れるよ
うな知識が身に付いたと思います。さらに、心理学など心の健康に
関することも学べるのが松商短大の特長です！
社会に出て役立つ知識がたくさん学べますよ。

自分や家族の健康を守る
知識が身に付きました。

植松 ももさん

2012年3月卒業 商学科

出身高校：下諏訪向陽高校
勤務先：セイコーエプソン

窪田 沙織さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：上伊那農業高校
勤務先：ヘルスヘブン

運動とからだの健康・運動とこころの健康
生涯スポーツス ポ ー ツ ・ 健 康 フィールド

　最初に答えをお教えします。日々の運動・食事・休養を正しく行うこと、以
上です。簡単ですよね。でも、今の40歳以上の男性で二人に一人、女性で
五人に一人はいわゆる「メタボ」なのです。メタボとは、太っている上に高
血圧や高血糖などの症状を持つ人のことを言います。これは運動や食事、
睡眠といった生活習慣の乱れが原因になることが多いのです。多くの人が
メタボになるということは、いまの日本では規則正しい生活を送ることが
難しいのかもしれません。若い皆さんには関係ないと思いますか？高校生
活と違って自由度が増す短大生活では、自分でも気づかないうちに悪い
生活習慣になっていることが多いんですよ。

　ある研究ではスポーツ習慣のある人は活気が高いと報告しています。
活気があるからスポーツをするのか、スポーツをするから活気が高くなる
のかは分かりませんが、活気があって元気な人だと楽しいこともたくさん
できますよね。元気で体力があれば、困難なことも乗り越えるチャンスが
増えるでしょう。お肌にもハリが出て、目もキラキラした、すごく魅力的な
人にあなたもなれるのです。

当たり前のようで出来ていない健康管理の方法について学ぶ

健　康　管　理

ゼミテーマ 運動と健康を科学する！

元気があれば何でもできる

健康管理の方法とは・・・



を貸与します。

iPadmini全学生に

または モバイルPC

松商短大では、全学生にタブレット端末「iPadmini」または「モバイルPC」を貸与。

これを活用した授業で、情報の共有や参加型授業が実現し、授業の理解度やIT活用能力もアップします。

◆電子化された授業の教材・資料・辞書などを携帯で
きるので、いつでもどこでも学習に利用できます。

◆インターネットにアクセスして、わからないことをす
ぐに調べたり、情報の収集ができます。

◆休講情報などの大学からのお知らせをリアルタイム
で見る事ができます。

◆メールやスケジュールなどを素早く確認して、友達同
士で情報の共有ができます。　etc…

授業では…

事前学習の指示・
参考資料配布

授　業　前
授業のテキスト参照や

『授業内容理解アンケート』
などにより、

双方向参加型授業を展開

授　業　中

授業フォロー・
新たな参考資料配布

授　業　後

新しい学びのスタイルで、キャンパスライフがより充実！

この他にも…
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■金融・保険／日本銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、第四銀
行、八十二銀行、長野銀行、北越銀行、長野県信用組合、山梨県民信用組合、長
野県労働金庫、アルプス中央信用金庫、上田信用金庫、飯田信用金庫、諏訪信
用金庫、長野信用金庫、松本信用金庫、みずほ証券、八十二証券、長野証券、日
本生命保険、第一生命、住友生命保険、富国生命保険、三井住友海上火災保険
■建設／アスピア、長野中央ホーム、守谷商会、岩野商会、東日本ハウス、大和ハ
ウス工業、積水ハウス、トヨタホーム信州、パナホーム東海、神稲建設
■運輸／東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、甲信越福山通運、佐川急便、信州名鉄
運輸、アルピコ交通、伊那バス、千曲バス、阿南自動車
■卸・小売／イオン、井上、カネボウ化粧品、コーセー化粧品販売、コストコホール
セールジャパン、サンリン、昭和企業、タカヤマケミカル、長印、トヨタ部品長野
共販、トヨタＵグループ、トヨタカローラ南信、長野県酒類販売、長野県連合青
果、ブリヂストンタイヤ長野販売、ベイシア、ホシザキ北信越、松本ガス、マルイ

チ産商、丸水長野県水、マルニシ、ツルヤ、信濃毎日新聞松本専売所、国興
■製造／セイコーエプソン、オリンパス、ルビコン、ニチコン、キッツ、東洋計器、ＩＨＩ
シバウラ、伊那食品工業、ＩＮＡＸ、イースタン、キョウデン、ＫＯＡ、ゴールドパック、
コガネイ、三甲、サカタのタネ、サンコー、大日本法令印刷、ダイヤ精機製作所、
大和冷機工業、タカラスタンダード、日穀製粉、日邦バルブ、日本電産コパル、大
和電機工業、トピーファスナー工業、太陽工業、サイベックコーポレーション、日
東光学、信州吉野電機、栄光製作所、山二発条、ダイシン

■サービス／ＪＴＢ中部、中部電力、郵便事業、郵便局、八十二リース、アクティオ、
キッセイコムテック、塩尻商工会議所、テレビ松本ケーブルビジョン、長野県信用
保証協会、クリナップ、和田正通信サービス、ベルファイン、ホテルブエナビスタ、
万平ホテル、長野ホテル犀北館、アステップ信州、誓いの森イストアール、ホテル
紅や、マリエール諏訪、上野会計事務所、望月会計事務所、飯沼会計事務所、神
澤税務会計事務所、吉澤会計事務所、あづみ農業協同組合、北信州みゆき農業

協同組合、塩尻市農業協同組合、信州諏訪農業協同組合、信州うえだ農業協同組
合、洗馬農業協同組合、大北農業協同組合、ちくま農業協同組合、中野市農業協同
組合、ながの農業協同組合、みなみ信州農業協同組合、松本市農業協同組合、松本
ハイランド農業協同組合
■医療・福祉／相澤病院、丸の内病院、長野赤十字病院、上伊那生協病院、上條記
念病院、桔梗ヶ原病院、城西病院、新町病院、長野松代総合病院、波田総合病院、
グレイスフル下諏訪、鴨居歯科医院、望月デンタルクリニック、松本市医師会
■教育／松本大学、学校法人信州学園、松本秀峰中等教育学校
■公務／松本市役所、塩尻市役所、北杜市役所、辰野町役場、大鹿村役場、木祖村
役場

■４年制大学編入／松本大学（総合経営学科、観光ホスピタリティ学科、スポーツ
健康学科）、信州大学経済学部、富山大学経営法学科

●入学前集合セミナー

●キャリア面談

ウエルカムフェア●

●2年生による
　進路決定体験報告会

●就活スタート講座 ●メイクアップ講座

●一般常識対策試験①

●適性検査キャリアアプローチ

●就職活動調査 ●社会保険講座（労務管理等）
●社会人になるために（就職委員会②）

●社会人になるために（就職委員会③）

●講演会④

●講演会①

●組織のマナー講座（入社前研修①）

●組織のマナー講座（入社前研修②）●企業の視点から見た就職活動
●組織のマナー講座（入社前研修③）●筆記試験対策講座

●組織のマナー講座（入社前研修④）

●ガイダンス・会社訪問等の
　心構え／業種・職種研究

●就職活動状況報告／就職活動調査
●講演会③●講演会②

●学内合同
　企業説明会

●就活ミニ講座／就職活動調査

●一般常識対策試験②●自己分析講座②～④

●ＯＧ・OBによる
　就職活動・仕事の話

●キャリア面談●自己分析講座①

●社会保険講座（年金制度等）

●実践マナー講座②
●学内合同企業説明会

●集団面接対策講座●職種別仕事内容ＯＧ・OB体験報告会

●社会保険講座（雇用・失業保険等）●キャリア面談

●就職活動原則・実践マナー講座①

●SPI 対策試験●２年生による車座集会

●企業情報・
　就職活動調査

●就職活動実践講座
　（マナー講座他）

●暑中見舞いについて／
　夏休みの過ごし方 ●社会人になるために（就職委員会①）

●キャリア開発講座●企業講演会／
　学内合同企業説明会

●履歴書・エントリーシート
　対策講座

Check！

2

Check！

4

Check！

3

1
Check！

卒業者数 222人
97.1%

松商短大のキャリア支援プログラムは入学前からスタートします。
キャリアセンターのサポートだけでなく、フィールドごとの授業、さらに教員からの個別のアドバイスを行い、将来の夢や目標の実現を
後押しする強力なバックアップ体制をとっています。

1年次

4apr1jan 2feb 3mar 5may 6jun 7jul 8aug 9sep 10oct 11nov 12dec 1jan 2feb 3mar 4apr 5may 6jun 7jul 8aug 9sep 10oct 11nov 12dec 1jan 2feb 3mar

前　　期
入　学　前

後　　期 前　　期 後　　期

基礎ゼミナール
企業研究講座

一般教養・SPI 対策講座

インターンシップ
保護者説明会 編入学対策

     

▶ キャリア支援プログラム（2014 年度実績および予定）

▶ 主な就職先・進学先（順不同）▶ 就職決定率
　　（2014 年度実績）

2年次

キャリア・クリエイトⅠ キャリア・クリエイトⅡ キャリア・クリエイトⅢ [夏休み ] キャリア・クリエイトⅣ入学前教育
全新入生を対象に3部構成で行うオリジ

ナルサポート。入
学前の期間を有効
に活用し、短大での
学びと就職を見据
えた教育により、学
びへのモチベーョン
がアップします。

●集合セミナー
在学生が短大生活を紹介したり
アドバイスします。早い時期から
友人関係の輪も広がります。

●キャリア面談
自分の将来の目標を明確にさせ
ていきます。

●ウエルカム・フェア
先輩学生がカリキュラムや時間
割の作成を支援。大学生活を具
体的に計画していきます。

●保護者説明会
家庭・大学・地域企業が連携をして支
援する体制づくりを進めています。 
その一環として「親子で進路を選ぶ」
ことへの理解を深めるための説明会
を保護者向けに開催しています。

就職が決定してから
も、社会人として万全
のスタートがきれるよ
うにさまざまな講座を
行っています。

これまでほぼ経験し
たことのない

企業面接について、
より鮮明なイ

メージを描くための
オリジナル就

職支援DVDを就職
委員会が制

作。全学年に配布

し、授業でも活用

しています。出演

者は学生が務

め、自身の内

定までの経

験を生かし

模範を示し

ています。

オリジナル
“就職支援DVD”

Check! ①
少人数による『自己分析講座』

3回連続実施！
就職活動で大切な、自分の強みや
持ち味を伝えるための“自分作り”

を行う『自己分析講
座』。全員で行う講
座に続き少人数
（20名程度）によ
る講座を3回連
続して実施して
います。

Check! ②
『集団面接対策講座』を

全員対象に実施！
一次面接でよく行なわれる『集団面
接』の対策講座を全員対象に実施。
簡潔な回答が求められるだけに、実
践的な内容が不安の解消や自信に
もつながります。

Check! ③
『メイクアップ講座』を

男女別に実施！
就職活動において大切なのはやは
り「第一印象」です。そんな印象度を
UPするために、就職活動における
メイクの基本やスーツの着こなしな
どを男女別に、実践的に学びます。

Check! ④
実社会で行う職業体験

『インターンシップ』
在学中に実社会で行う就業体験が
インターンシップです。実際の現場
で働く機会を通して、自分の適正や
希望の進路への理解を深めます。企
業や自治体、NPO団体など、幅広い
派遣先の協力体制が整っています。

就職者数 201人

進学者数 4人

就職
希望者数 207人

60年を超える実績の中で
就職率の高さが実証されています。

特に金融分野への就職には定評
がありますが、卸・小売、製造、
サービスなど業種を問わず伝統
的に地元企業への高い就職実績
を誇ります。公務員も多数輩出。
それぞれが希望の道へ。簿記と
パソコン＋αの社会人基礎力が
高く評価されています。

就 職 ・進 路 サ ポ ー ト
夢を現実にするスケジュール。
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■金融・保険／日本銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、商工組合中央金庫、第四銀
行、八十二銀行、長野銀行、北越銀行、長野県信用組合、山梨県民信用組合、長
野県労働金庫、アルプス中央信用金庫、上田信用金庫、飯田信用金庫、諏訪信
用金庫、長野信用金庫、松本信用金庫、みずほ証券、八十二証券、長野証券、日
本生命保険、第一生命、住友生命保険、富国生命保険、三井住友海上火災保険

■建設／アスピア、長野中央ホーム、守谷商会、岩野商会、東日本ハウス、大和ハ
ウス工業、積水ハウス、トヨタホーム信州、パナホーム東海、神稲建設
■運輸／東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、甲信越福山通運、佐川急便、信州名鉄
運輸、アルピコ交通、伊那バス、千曲バス、阿南自動車

■卸・小売／イオン、井上、カネボウ化粧品、コーセー化粧品販売、コストコホール
セールジャパン、サンリン、昭和企業、タカヤマケミカル、長印、トヨタ部品長野
共販、トヨタＵグループ、トヨタカローラ南信、長野県酒類販売、長野県連合青
果、ブリヂストンタイヤ長野販売、ベイシア、ホシザキ北信越、松本ガス、マルイ

チ産商、丸水長野県水、マルニシ、ツルヤ、信濃毎日新聞松本専売所、国興
■製造／セイコーエプソン、オリンパス、ルビコン、ニチコン、キッツ、東洋計器、ＩＨＩ
シバウラ、伊那食品工業、ＩＮＡＸ、イースタン、キョウデン、ＫＯＡ、ゴールドパック、
コガネイ、三甲、サカタのタネ、サンコー、大日本法令印刷、ダイヤ精機製作所、
大和冷機工業、タカラスタンダード、日穀製粉、日邦バルブ、日本電産コパル、大
和電機工業、トピーファスナー工業、太陽工業、サイベックコーポレーション、日
東光学、信州吉野電機、栄光製作所、山二発条、ダイシン
■サービス／ＪＴＢ中部、中部電力、郵便事業、郵便局、八十二リース、アクティオ、
キッセイコムテック、塩尻商工会議所、テレビ松本ケーブルビジョン、長野県信用
保証協会、クリナップ、和田正通信サービス、ベルファイン、ホテルブエナビスタ、
万平ホテル、長野ホテル犀北館、アステップ信州、誓いの森イストアール、ホテル
紅や、マリエール諏訪、上野会計事務所、望月会計事務所、飯沼会計事務所、神
澤税務会計事務所、吉澤会計事務所、あづみ農業協同組合、北信州みゆき農業

協同組合、塩尻市農業協同組合、信州諏訪農業協同組合、信州うえだ農業協同組
合、洗馬農業協同組合、大北農業協同組合、ちくま農業協同組合、中野市農業協同
組合、ながの農業協同組合、みなみ信州農業協同組合、松本市農業協同組合、松本
ハイランド農業協同組合
■医療・福祉／相澤病院、丸の内病院、長野赤十字病院、上伊那生協病院、上條記
念病院、桔梗ヶ原病院、城西病院、新町病院、長野松代総合病院、波田総合病院、
グレイスフル下諏訪、鴨居歯科医院、望月デンタルクリニック、松本市医師会
■教育／松本大学、学校法人信州学園、松本秀峰中等教育学校
■公務／松本市役所、塩尻市役所、北杜市役所、辰野町役場、大鹿村役場、木祖村
役場
■４年制大学編入／松本大学（総合経営学科、観光ホスピタリティ学科、スポーツ
健康学科）、信州大学経済学部、富山大学経営法学科

●入学前集合セミナー

●キャリア面談

ウエルカムフェア●

●2年生による
　進路決定体験報告会

●就活スタート講座 ●メイクアップ講座

●一般常識対策試験①

●適性検査キャリアアプローチ

●就職活動調査 ●社会保険講座（労務管理等）
●社会人になるために（就職委員会②）

●社会人になるために（就職委員会③）

●講演会④

●講演会①

●組織のマナー講座（入社前研修①）

●組織のマナー講座（入社前研修②）●企業の視点から見た就職活動
●組織のマナー講座（入社前研修③）●筆記試験対策講座

●組織のマナー講座（入社前研修④）

●ガイダンス・会社訪問等の
　心構え／業種・職種研究

●就職活動状況報告／就職活動調査
●講演会③●講演会②

●学内合同
　企業説明会

●就活ミニ講座／就職活動調査

●一般常識対策試験②●自己分析講座②～④

●ＯＧ・OBによる
　就職活動・仕事の話

●キャリア面談●自己分析講座①

●社会保険講座（年金制度等）

●実践マナー講座②
●学内合同企業説明会

●集団面接対策講座●職種別仕事内容ＯＧ・OB体験報告会

●社会保険講座（雇用・失業保険等）●キャリア面談

●就職活動原則・実践マナー講座①

●SPI 対策試験●２年生による車座集会

●企業情報・
　就職活動調査

●就職活動実践講座
　（マナー講座他）

●暑中見舞いについて／
　夏休みの過ごし方 ●社会人になるために（就職委員会①）

●キャリア開発講座●企業講演会／
　学内合同企業説明会

●履歴書・エントリーシート
　対策講座

Check！

2

Check！

4

Check！

3

1
Check！

卒業者数 222人
97.1%

松商短大のキャリア支援プログラムは入学前からスタートします。
キャリアセンターのサポートだけでなく、フィールドごとの授業、さらに教員からの個別のアドバイスを行い、将来の夢や目標の実現を
後押しする強力なバックアップ体制をとっています。

1年次

4apr1jan 2feb 3mar 5may 6jun 7jul 8aug 9sep 10oct 11nov 12dec 1jan 2feb 3mar 4apr 5may 6jun 7jul 8aug 9sep 10oct 11nov 12dec 1jan 2feb 3mar

前　　期
入　学　前

後　　期 前　　期 後　　期

基礎ゼミナール
企業研究講座

一般教養・SPI 対策講座

インターンシップ
保護者説明会 編入学対策

     

▶ キャリア支援プログラム（2014 年度実績および予定）

▶ 主な就職先・進学先（順不同）▶ 就職決定率
　　（2014 年度実績）

2年次

キャリア・クリエイトⅠ キャリア・クリエイトⅡ キャリア・クリエイトⅢ [夏休み ] キャリア・クリエイトⅣ入学前教育
全新入生を対象に3部構成で行うオリジ

ナルサポート。入
学前の期間を有効
に活用し、短大での
学びと就職を見据
えた教育により、学
びへのモチベーョン
がアップします。

●集合セミナー
在学生が短大生活を紹介したり
アドバイスします。早い時期から
友人関係の輪も広がります。

●キャリア面談
自分の将来の目標を明確にさせ
ていきます。

●ウエルカム・フェア
先輩学生がカリキュラムや時間
割の作成を支援。大学生活を具
体的に計画していきます。

●保護者説明会
家庭・大学・地域企業が連携をして支
援する体制づくりを進めています。 
その一環として「親子で進路を選ぶ」
ことへの理解を深めるための説明会
を保護者向けに開催しています。

就職が決定してから
も、社会人として万全
のスタートがきれるよ
うにさまざまな講座を
行っています。

これまでほぼ経験し
たことのない

企業面接について、
より鮮明なイ

メージを描くための
オリジナル就

職支援DVDを就職
委員会が制

作。全学年に配布

し、授業でも活用

しています。出演

者は学生が務

め、自身の内

定までの経

験を生かし

模範を示し

ています。

オリジナル
“就職支援DVD”

Check! ①
少人数による『自己分析講座』

3回連続実施！
就職活動で大切な、自分の強みや
持ち味を伝えるための“自分作り”

を行う『自己分析講
座』。全員で行う講
座に続き少人数
（20名程度）によ
る講座を3回連
続して実施して
います。

Check! ②
『集団面接対策講座』を

全員対象に実施！
一次面接でよく行なわれる『集団面
接』の対策講座を全員対象に実施。
簡潔な回答が求められるだけに、実
践的な内容が不安の解消や自信に
もつながります。

Check! ③
『メイクアップ講座』を

男女別に実施！
就職活動において大切なのはやは
り「第一印象」です。そんな印象度を
UPするために、就職活動における
メイクの基本やスーツの着こなしな
どを男女別に、実践的に学びます。

Check! ④
実社会で行う職業体験

『インターンシップ』
在学中に実社会で行う就業体験が
インターンシップです。実際の現場
で働く機会を通して、自分の適正や
希望の進路への理解を深めます。企
業や自治体、NPO団体など、幅広い
派遣先の協力体制が整っています。

就職者数 201人

進学者数 4人

就職
希望者数 207人

60年を超える実績の中で
就職率の高さが実証されています。

特に金融分野への就職には定評
がありますが、卸・小売、製造、
サービスなど業種を問わず伝統
的に地元企業への高い就職実績
を誇ります。公務員も多数輩出。
それぞれが希望の道へ。簿記と
パソコン＋αの社会人基礎力が
高く評価されています。

就 職 ・進 路 サ ポ ー ト
夢を現実にするスケジュール。
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1 Field

2 Field

松商ブランド基礎フィールド

経 理 会 計フィールド

■日商簿記検定
■全経簿記能力検定

経 済 ･ 金 融フィールド

■ファイナンシャル･プランニング技能検定
■証券外務員試験

4 Field

経 営 ・ 法 律フィールド

■販売士検定
■ビジネス実務法務検定

5 Field 図 書 館 司 書フィールド

■図書館司書

11 Field

国際コミュニケーション
フィールド

■ＴＯＥＩＣ
■実用英語技能検定
■日本語能力検定

6 Field

進 路 支 援フィールド

■秘書検定
■サービス接遇検定
■ビジネス文書検定
■ビジネス実務マナー検定
■日本漢字能力検定

9 Field

医 療 事 務フィールド

■保険請求事務技能検定（医科・歯科）
■診療報酬請求事務能力認定試験（医科）
■調剤報酬求請求事務技能検定試験
■医事コンピュータ能力技能検定

10 Field

1 Field

3 Field

松商ブランド基礎フィールド

情 報 専 門フィールド

■日本語ワープロ検定
■情報処理技能検定（表計算）
■情報処理技能検定（データベース）
■文書デザイン検定
■Microsoft Office Specialist
■ホームページ作成検定
■ＩＴパスポート試験

あなたの強い味方になる。
各 フ ィ ー ル ド の 学 び が 資 格 取 得 に つ な が り

取得できる主な資格



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

15回
実践演習講座／教養2年

15回
プレ基礎講座／教養1年

資格

26コ取得
資格

19コ取得

4・5ページでも紹介したように、
各フィールドの学びを生かして、

社

会のニーズに応える幅広い分野の
資格取得が可能です。取得した資

格の難易度に応じて奨励金を獲
得できる『資格奨励金制度』

（5ページ参照）もあるので、ぜ
ひたくさんの資格にトライしてく

だ

さい。将来きっと役立ちます。

多種多様な資格取得を
めざせるのも松商短大ならでは。
2年間の短大生活で
26コの資格取得者も。

『資格の取得』は日々の学びの成果であり、さらに就職活動をする上でも有効です。
松商短大では、資格取得対策がカリキュラムに組み込まれているほか、ゼミでの勉強会や
資格取得支援センターで各種講座を開講し、取得をサポートしています。

図書館司書の勉強を
中心に頑張ったＡＮさんの場合

●図書館司書資格
●日商簿記検定 2級　●情報処理技能検定（表計算） 1級・初段
●日本語ワープロ検定試験 1級　●ホームページ作成検定試験 1級
●情報処理技能検定（データベース） 1級　●秘書検定 3級
●ビジネス文書検定 3級　●簿記実務検定 1級
●電卓実務検定 1級　●ワープロ実務検定 1級
●情報処理検定 3級・ビジネス情報部門 1級・
プログラミング部門 2級　●漢字能力検定 準2級・2級

●簿記能力検定試験 1級会計・1級工簿・1級総合
●英語検定 3級　●文書デザイン検定試験 1級
●商業経済検定 1級
●MOS/MCAS（Word）（Power Point）（Excel）

医療事務の勉強を
中心に頑張ったＭＭさんの場合

●診療報酬請求事務
●調剤報酬請求事務技能検定
●保険請求事務技能検定（医科）（歯科）
●医事コンピュータ能力技能検定
●日商簿記検定 3級
●情報処理技能検定（表計算） 2級・1級・初段
●日本語ワープロ検定試験 2級　●秘書検定 3級
●実用英語技能検定 3級　●漢字能力検定 2級
●簿記能力検定試験 3級　●実用数学技能検定 3級
●FP技能検定 3級総合（学科）（実技）
●証券外務員（二種）

資 格 取 得 サ ポ ー ト
たくさんの資格取得にトライ！

たとえば たとえば

資格
18コ取得

資格
14コ取得

●ＩＴパスポート試験
●文書デザイン検定試験 1級　●日商簿記検定 3級・2級
●情報処理技能検定（表計算） 1級
●日本語ワープロ検定試験 1級
●情報処理技能検定（データベース） 2級
●秘書検定 3級　●実用英語技能検定 3級
●簿記実務検定 2級　●電卓実務検定 1級
●情報処理検定（ビジネス情報部門） 1級 （プログラミング部門） 1級
●ワープロ実務検定 2級　●漢字能力検定 2級
●簿記能力検定試験 2級　●簿記実務検定長野県商業 3級
●調剤報酬請求事務技能検定

ブライダルの勉強を
中心に頑張ったFMさんの場合

●アシスタント・ブライダル･コーディネーター検定
●全経簿記能力検定 2級
●情報処理技能検定(表計算) 2級・1級
●情報処理技能検定(データベース） 2級
●ホームページ作成検定 1級
●日本語ワープロ検定 2級　●ビジネス文書検定 3級
●文書デザイン検定 1級　●秘書検定 3級
●保険請求事務技能検定（医科）（歯科）
●調剤報酬請求事務技能検定
●医事コンピュータ能力技能検定

パソコンの勉強を
中心に頑張ったＹＮさんの場合

たとえば たとえば

金融スペシャリストプログラムー金融業務資格サポートー

公務員を目指す学生も強力にサポート

　松商短大では金融業を目指す学生のために多くの資格取得をサポートしています。まず、金
融業の個人部門での仕事を行う上で必要なファイナンシャル・プランニング技能検定（FP）
は、1年生の前期で基礎を学び、後期で受験対策を行い、就職活動が始まる前に3級を取得す
ることを目指します。そして金融業に内定した後は更に2級に挑戦します。
　また、多くの銀行、信用金庫、信用組合、JAに勤務する人々が受験する銀行業務検定試験に
備えて、税務4級と法務4級の合格をサポートするゼミがあります。さらに、証券外務員2種の資
格は金融業では全員が取得することが義務となっていますが、松商短大では金融業の内定獲得後
の2年生後期にこの資格対策の授業を行い、卒業までに取得することを目指します。
　学生時代にこうした資格を取得していると金融業への就職に有利となる上、その就職実績
が後輩たちの学習意欲を高めることにもつながります。

　松本大学は全学年を対象に正課外の科目として「公務員試験対策総合講座」を開講してい
ます。公務員試験の高い合格実績を誇る（株）東京リーガルマインド（LEC）と連携して設置
し、市役所・町村役場職員、警察官、消防官などの採用試験に対応する教養分野を広く学ぶこ
とができます。松商短大でも１年次で教養科目の基礎力を養成し、２年次に実践的な演習を
行うカリキュラムで学生をサポートします。

銀行業務検定法務４級に３名が合格！

松商短大初！ファイナンシャル・プランニング
技能検定２級に合格しました！

▶ 平成26年度卒業生金融分野の主な就職先 〈〉内は人数

・株式会社八十二銀行〈2〉
・株式会社みずほ銀行長野支店〈1〉
・株式会社みずほ銀行松本支店〈2〉
・株式会社商工組合中央金庫諏訪支店〈1〉

・長野県信用組合〈1〉
・株式会社長野銀行〈2〉
・山梨県民信用組合〈1〉
・アルプス中央信用金庫〈1〉

上記の他に、日本郵便株式会社（日本郵政グループ）〈2〉、農業協同組合（JA バンク）〈8〉などに
就職した卒業生もいます。

▶ 公務員試験対策総合講座の特徴（カリキュラム）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

15回
実践演習講座／教養2年

15回
プレ基礎講座／教養1年

資格

26コ取得
資格

19コ取得

4・5ページでも紹介したように、
各フィールドの学びを生かして、

社

会のニーズに応える幅広い分野の
資格取得が可能です。取得した資

格の難易度に応じて奨励金を獲
得できる『資格奨励金制度』

（5ページ参照）もあるので、ぜ
ひたくさんの資格にトライしてく

だ

さい。将来きっと役立ちます。

多種多様な資格取得を
めざせるのも松商短大ならでは。
2年間の短大生活で
26コの資格取得者も。

『資格の取得』は日々の学びの成果であり、さらに就職活動をする上でも有効です。
松商短大では、資格取得対策がカリキュラムに組み込まれているほか、ゼミでの勉強会や
資格取得支援センターで各種講座を開講し、取得をサポートしています。

図書館司書の勉強を
中心に頑張ったＡＮさんの場合

●図書館司書資格
●日商簿記検定 2級　●情報処理技能検定（表計算） 1級・初段
●日本語ワープロ検定試験 1級　●ホームページ作成検定試験 1級
●情報処理技能検定（データベース） 1級　●秘書検定 3級
●ビジネス文書検定 3級　●簿記実務検定 1級
●電卓実務検定 1級　●ワープロ実務検定 1級
●情報処理検定 3級・ビジネス情報部門 1級・
プログラミング部門 2級　●漢字能力検定 準2級・2級

●簿記能力検定試験 1級会計・1級工簿・1級総合
●英語検定 3級　●文書デザイン検定試験 1級
●商業経済検定 1級
●MOS/MCAS（Word）（Power Point）（Excel）

医療事務の勉強を
中心に頑張ったＭＭさんの場合

●診療報酬請求事務
●調剤報酬請求事務技能検定
●保険請求事務技能検定（医科）（歯科）
●医事コンピュータ能力技能検定
●日商簿記検定 3級
●情報処理技能検定（表計算） 2級・1級・初段
●日本語ワープロ検定試験 2級　●秘書検定 3級
●実用英語技能検定 3級　●漢字能力検定 2級
●簿記能力検定試験 3級　●実用数学技能検定 3級
●FP技能検定 3級総合（学科）（実技）
●証券外務員（二種）

資 格 取 得 サ ポ ー ト
たくさんの資格取得にトライ！

たとえば たとえば

資格
18コ取得

資格
14コ取得

●ＩＴパスポート試験
●文書デザイン検定試験 1級　●日商簿記検定 3級・2級
●情報処理技能検定（表計算） 1級
●日本語ワープロ検定試験 1級
●情報処理技能検定（データベース） 2級
●秘書検定 3級　●実用英語技能検定 3級
●簿記実務検定 2級　●電卓実務検定 1級
●情報処理検定（ビジネス情報部門） 1級 （プログラミング部門） 1級
●ワープロ実務検定 2級　●漢字能力検定 2級
●簿記能力検定試験 2級　●簿記実務検定長野県商業 3級
●調剤報酬請求事務技能検定

ブライダルの勉強を
中心に頑張ったFMさんの場合

●アシスタント・ブライダル･コーディネーター検定
●全経簿記能力検定 2級
●情報処理技能検定(表計算) 2級・1級
●情報処理技能検定(データベース） 2級
●ホームページ作成検定 1級
●日本語ワープロ検定 2級　●ビジネス文書検定 3級
●文書デザイン検定 1級　●秘書検定 3級
●保険請求事務技能検定（医科）（歯科）
●調剤報酬請求事務技能検定
●医事コンピュータ能力技能検定

パソコンの勉強を
中心に頑張ったＹＮさんの場合

たとえば たとえば

金融スペシャリストプログラムー金融業務資格サポートー

公務員を目指す学生も強力にサポート

　松商短大では金融業を目指す学生のために多くの資格取得をサポートしています。まず、金
融業の個人部門での仕事を行う上で必要なファイナンシャル・プランニング技能検定（FP）
は、1年生の前期で基礎を学び、後期で受験対策を行い、就職活動が始まる前に3級を取得す
ることを目指します。そして金融業に内定した後は更に2級に挑戦します。
　また、多くの銀行、信用金庫、信用組合、JAに勤務する人々が受験する銀行業務検定試験に
備えて、税務4級と法務4級の合格をサポートするゼミがあります。さらに、証券外務員2種の資
格は金融業では全員が取得することが義務となっていますが、松商短大では金融業の内定獲得後
の2年生後期にこの資格対策の授業を行い、卒業までに取得することを目指します。
　学生時代にこうした資格を取得していると金融業への就職に有利となる上、その就職実績
が後輩たちの学習意欲を高めることにもつながります。

　松本大学は全学年を対象に正課外の科目として「公務員試験対策総合講座」を開講してい
ます。公務員試験の高い合格実績を誇る（株）東京リーガルマインド（LEC）と連携して設置
し、市役所・町村役場職員、警察官、消防官などの採用試験に対応する教養分野を広く学ぶこ
とができます。松商短大でも１年次で教養科目の基礎力を養成し、２年次に実践的な演習を
行うカリキュラムで学生をサポートします。

銀行業務検定法務４級に３名が合格！

松商短大初！ファイナンシャル・プランニング
技能検定２級に合格しました！

▶ 平成26年度卒業生金融分野の主な就職先 〈〉内は人数

・株式会社八十二銀行〈2〉
・株式会社みずほ銀行長野支店〈1〉
・株式会社みずほ銀行松本支店〈2〉
・株式会社商工組合中央金庫諏訪支店〈1〉

・長野県信用組合〈1〉
・株式会社長野銀行〈2〉
・山梨県民信用組合〈1〉
・アルプス中央信用金庫〈1〉

上記の他に、日本郵便株式会社（日本郵政グループ）〈2〉、農業協同組合（JA バンク）〈8〉などに
就職した卒業生もいます。

▶ 公務員試験対策総合講座の特徴（カリキュラム）

412016  NAVIGATION



高等学校

４年制大学

４年制大学

短期大学 ４年制大学
３年次編入専門知識+

　編入学対策

浪人

松商短大では、将来、さらに学びを深めたいと思う
人のために、実績ある教員による、
４年制大学編入学のサポート体制を整えています。

インタビュー

▶ 過去５年間の編入実績 〈〉内は人数

・信州大学経済学部経済学科〈5〉
・信州大学経済学部システム法学科〈1〉
・富山大学経済学部経営法学科〈1〉
・愛知工業大学経営学部経営学科〈1〉
・松本大学総合経営学部総合経営学科〈13〉
・松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科〈2〉
・松本大学人間健康学部スポーツ健康学科〈1〉
・大韓民国・済州大学校〈1〉

[短大での生活はどうでしたか？]
ゼミやサークルの仲間に支えられ、とても充実させることができ
ました。素敵な仲間に恵まれたと思います。

[在学中に取得した資格は？]
漢字検定2級・日本語ワープロ検定2級・秘書検定3級・日商簿
記検定3級・情報処理検定準1級・ビジネス実務法務検定3級

信州大学経済学部編入
宮坂 彩由美さん

長野県大町高校出身
㈱セブンイレブン・ジャパン勤務
商学科2012年３月卒業
（2012年４月編入）

[なぜ編入を選びましたか？]
更に学びたいという気持ちと、社会に出て働くというイメージが
松商短大卒業時には持てなかったので。

[編入対策はどのようにしましたか？]
入学してすぐ、編入するためにはどんな授業を履修すべきか相談
しました。編入の事前課題が公開されてからはゼミの先生だけ
でなく様々な先生から経済学を教えていただき、同じく編入を
目指していた友人と意見交換しながら受験対策をしました。

[高校生へのメッセージ]
松商短大は、本当にたくさんの学べる環境が整っています。その
中で私はもっと勉強して立派な社会人になりたいと思い4年制
大学への編入を実現することができました。松商短大は編入の
バックアップ体制もしっかりしていたので編入後も、編入生だか
らといって信州大学で引け目を感じたことはありません。松商
短大で取得した資格は私の財産になりましたし、他の人よりも
母校が多くなるので人間関係も広げることができます。

社会で活躍できる人になるための実践的な学び

アウトキャンパス・スタディ
キャンパスを飛び出し地域社会の中で学ぶ『アウトキャンパス・スタ
ディ』は、松商短大の特色ある学びのひとつです。キャンパス内で学
ぶ理論だけでなく、地域社会に出て現実の問題や課題などを考え、さ
らにキャンパスに戻って研究する。こうする事により、社会で活躍する
ための実践的な視野と能力を育みます。

職種別就職状況

【平成26年度卒業生】構成比
（3月末現在）

内定学生
197名

事務
114名
57.9%

現業
27名
13.7%

営業
18名
9.1%

販売・接客
38名
19.3%

【平成24年度卒業生】構成比

〈参考〉平成24年度全国高校卒業者

就職学生
143名

卒業生
163,224名

事務
80名
55.9%

管理、専門・技術、事務
28,550名 17.5%

生産工程、輸送・機械運転、
建設、運搬等

82,304名 50.4%

販売
15,802名 9.7%

その他
4,292名
2.6%

サービス
32,276名 19.8%

現業
25名
17.5%

営業
11名 7.7%

販売・接客
27名 18.9%

松商短期
大学部

〈参考〉平成25年度全国高校卒業者

【平成25年度卒業生】構成比

就職学生
176名

卒業生
162,293名

事務
87名
49.4%

現業
25名
14.2%

営業
17名 9.7%

販売・接客
47名 26.7%

管理、専門・技術、事務
28,680名 17.7%

生産工程、輸送・機械運転、
建設、運搬等

82,165名 50.6%

販売
15,639名 9.6%

その他
4,175名
2.6%

サービス
31,634名 19.5%

松商短期
大学部

松商短期
大学部

在学生アンケート

松商短大に
入学して良かったと
思いますか？

Q1.

松商短大の魅力は？（複数回答）Q2.

 1 16フィールドから自由に学ぶことができる
 2 資格をたくさん取得できる
 3 学生と教職員の距離が近い
 4 進路支援が充実している
 5 就職に強い
 6 校舎がキレイ
 7 学生同士の仲が良い
 8 学校行事などのイベントがたくさんある
 9 学校の雰囲気が良い
 10 教職員が頼りになる

11 学びの中で視野が広がる
 12 キャリアカウンセリングなど対応が手厚い
 13 いろいろなことに挑戦できる
14 施設が充実している
15 ゼミで専門的に学べる
 16 地域との関わりが強い
 17 やりたいことがみつかる
 18 自然に囲まれ、環境に恵まれている
 19 社会に直結する学びができる
 20 大学生とキャンパスが共有できる

 21 アウトキャンパスや実習を体験できる
 22 実践力が身につく
 23 松商ブランドが強い
 24 自分の成長を実感できる
 25 学びの内容が自分に合ってる
 26 知名度が高い
 27 サークル活動が盛ん
 28 地域からの評判がよい
 29 その他

…314人
…………………298人
…………………210人
……………………170人

……………………………………155人
……………………………………151人

…………………………134人
……129人

…………………………129人
 …………………………128人

……………………114人
…114人

………………108人
……………………………99人
…………………………95人
…………………………89人
………………………78人

…………75人
…………………74人

……………74人

………70人
………………………………62人
……………………………61人
………………………55人

…………………52人
……………………………………44人

……………………………41人
…………………………36人

……………………………………………2人

まあまあ 4%
あんまり 2%

入学して
すごく良かった37%入学して

良かった57%

回答数
３６８名

4年制大学編入サポート
さらなる学びのステージへ
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高等学校

４年制大学

４年制大学

短期大学 ４年制大学
３年次編入専門知識+

　編入学対策

浪人

松商短大では、将来、さらに学びを深めたいと思う
人のために、実績ある教員による、
４年制大学編入学のサポート体制を整えています。

インタビュー

▶ 過去５年間の編入実績 〈〉内は人数

・信州大学経済学部経済学科〈5〉
・信州大学経済学部システム法学科〈1〉
・富山大学経済学部経営法学科〈1〉
・愛知工業大学経営学部経営学科〈1〉
・松本大学総合経営学部総合経営学科〈13〉
・松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科〈2〉
・松本大学人間健康学部スポーツ健康学科〈1〉
・大韓民国・済州大学校〈1〉

[短大での生活はどうでしたか？]
ゼミやサークルの仲間に支えられ、とても充実させることができ
ました。素敵な仲間に恵まれたと思います。

[在学中に取得した資格は？]
漢字検定2級・日本語ワープロ検定2級・秘書検定3級・日商簿
記検定3級・情報処理検定準1級・ビジネス実務法務検定3級

信州大学経済学部編入
宮坂 彩由美さん

長野県大町高校出身
㈱セブンイレブン・ジャパン勤務
商学科2012年３月卒業
（2012年４月編入）

[なぜ編入を選びましたか？]
更に学びたいという気持ちと、社会に出て働くというイメージが
松商短大卒業時には持てなかったので。

[編入対策はどのようにしましたか？]
入学してすぐ、編入するためにはどんな授業を履修すべきか相談
しました。編入の事前課題が公開されてからはゼミの先生だけ
でなく様々な先生から経済学を教えていただき、同じく編入を
目指していた友人と意見交換しながら受験対策をしました。

[高校生へのメッセージ]
松商短大は、本当にたくさんの学べる環境が整っています。その
中で私はもっと勉強して立派な社会人になりたいと思い4年制
大学への編入を実現することができました。松商短大は編入の
バックアップ体制もしっかりしていたので編入後も、編入生だか
らといって信州大学で引け目を感じたことはありません。松商
短大で取得した資格は私の財産になりましたし、他の人よりも
母校が多くなるので人間関係も広げることができます。

社会で活躍できる人になるための実践的な学び

アウトキャンパス・スタディ
キャンパスを飛び出し地域社会の中で学ぶ『アウトキャンパス・スタ
ディ』は、松商短大の特色ある学びのひとつです。キャンパス内で学
ぶ理論だけでなく、地域社会に出て現実の問題や課題などを考え、さ
らにキャンパスに戻って研究する。こうする事により、社会で活躍する
ための実践的な視野と能力を育みます。

職種別就職状況

【平成26年度卒業生】構成比
（3月末現在）

内定学生
197名

事務
114名
57.9%

現業
27名
13.7%

営業
18名
9.1%

販売・接客
38名
19.3%

【平成24年度卒業生】構成比

〈参考〉平成24年度全国高校卒業者

就職学生
143名

卒業生
163,224名

事務
80名
55.9%

管理、専門・技術、事務
28,550名 17.5%

生産工程、輸送・機械運転、
建設、運搬等

82,304名 50.4%

販売
15,802名 9.7%

その他
4,292名
2.6%

サービス
32,276名 19.8%

現業
25名
17.5%

営業
11名 7.7%

販売・接客
27名 18.9%

松商短期
大学部

〈参考〉平成25年度全国高校卒業者

【平成25年度卒業生】構成比

就職学生
176名

卒業生
162,293名

事務
87名
49.4%

現業
25名
14.2%

営業
17名 9.7%

販売・接客
47名 26.7%

管理、専門・技術、事務
28,680名 17.7%

生産工程、輸送・機械運転、
建設、運搬等

82,165名 50.6%

販売
15,639名 9.6%

その他
4,175名
2.6%

サービス
31,634名 19.5%

松商短期
大学部

松商短期
大学部

在学生アンケート

松商短大に
入学して良かったと
思いますか？

Q1.

松商短大の魅力は？（複数回答）Q2.

 1 16フィールドから自由に学ぶことができる
 2 資格をたくさん取得できる
 3 学生と教職員の距離が近い
 4 進路支援が充実している
 5 就職に強い
 6 校舎がキレイ
 7 学生同士の仲が良い
 8 学校行事などのイベントがたくさんある
 9 学校の雰囲気が良い
 10 教職員が頼りになる

11 学びの中で視野が広がる
 12 キャリアカウンセリングなど対応が手厚い
 13 いろいろなことに挑戦できる
14 施設が充実している
15 ゼミで専門的に学べる
 16 地域との関わりが強い
 17 やりたいことがみつかる
 18 自然に囲まれ、環境に恵まれている
 19 社会に直結する学びができる
 20 大学生とキャンパスが共有できる

 21 アウトキャンパスや実習を体験できる
 22 実践力が身につく
 23 松商ブランドが強い
 24 自分の成長を実感できる
 25 学びの内容が自分に合ってる
 26 知名度が高い
 27 サークル活動が盛ん
 28 地域からの評判がよい
 29 その他

…314人
…………………298人
…………………210人
……………………170人

……………………………………155人
……………………………………151人

…………………………134人
……129人

…………………………129人
 …………………………128人

……………………114人
…114人

………………108人
……………………………99人
…………………………95人
…………………………89人
………………………78人

…………75人
…………………74人

……………74人

………70人
………………………………62人
……………………………61人
………………………55人

…………………52人
……………………………………44人

……………………………41人
…………………………36人

……………………………………………2人

まあまあ 4%
あんまり 2%

入学して
すごく良かった37%入学して

良かった57%

回答数
３６８名

4年制大学編入サポート
さらなる学びのステージへ

432016  NAVIGATION



北新・松本大学前駅

テニスコート

駐輪場

駐輪場

駐輪場

野球場

総合グラウンド

第２学生駐車場

第１学生駐車場

多目的グラウンド

室内練習場

図書館

南ゲート

ラウンジ

フォレストホール

来客者駐車場

来客者駐車場

機械棟

部室棟

部室棟

弓道場

第２体育館

第１体育館

１号館

２号館

７号館

４号館

３号館

５号館

５号館

６号館

北ゲート

正面ゲート

学位授与式・
卒業パーティ

ー

さまざまな思い
出がよみがえり

ます。

秋季体育大会（球技大会）
ゼミ対抗で行うバレーボール、バスケットボールなどの球技大会。ゼミで培ったチームワークを発揮して、熱戦が繰り広げられます。

06June

入学式
オリエンテーション
新入生歓迎会
新入生ウェルカムパーティー

松本こどもまつり

体育大会
留学生日本語スピーチコンテスト
前期試験
中国・韓国研修プログラム

上高地ハイキング
全国私立短大体育大会
夏期休暇
松本ぼんぼん
オーストラリア短期語学研修
ゼミ合宿

長野県私立短期大学体育大会 
クラブ協議会リーダーズ・キャンプ
リーダー研修会

大学祭「梓乃森祭」
ハロウィンパーティー

秋季体育大会
学友会常任委員会選挙
留学生作文コンテスト

やきいも大会
学友会リーダーズ・キャンプ
クリスマス会
冬季休暇

スノーボード教室
ゼミ合宿
就職対策セミナー合宿
後期試験
学生大会
春季休暇
3学部合同リーダーズ・キャンプ

学位授与式
卒業パーティー
学友会誌「学友」発行

04April
「桜舞う…春」

05May
「新　緑」

「交流を深める」

07July
「長い休みの始まり」

08August
「汗ほとばしる」

09September
「夏休みの思い出」

10October
「梓乃森祭」

11November
「学び・運動」

12December
「冬、落ち葉集めて…」

01January
「新たな気持ちで」

02February
「就職対策」

03March
「思い出蘇る…卒業」

入学式  オリエンテーションウェルカムパーティ 
希望を胸に入学式。はじめての短大生活はオリエンテーションからスタート。そして、先輩たち手作りの新入生歓迎会。友だちを増やして、先輩や先生たちとも和やかに。

松本ぼんぼん

毎年８月に開催される
、松本市最大の夏祭り

「松

本ぼんぼん」に松本大
学連として参加。信州

の

夏の夜、みんなが一体
となって熱く踊ります

。

体育大会 ゼミ対抗の大運動会。チームワークが生まれ、ゼミの団結力が深まります。

大学と短大がワンキャンパスだから施設も充実。
学生同士や教職員との交流により楽しさ倍増！ 

学友会活動、クラブ・サークル活動や自主的な
地域活動、距離が近い教職員との交流により、
さらに楽しみが広がります。

大学祭「梓乃森祭」
ゼミ発表やサークル活動、模擬店など、みんなで創り上げる
楽しい大学祭は、松本大学最大のイベントです。

クラブ・サークル活動

●生活応援セット(日替わり)　　
　300円（ライスMサイズの場合）
　この日は、豚みそ・白身魚フライ・
　みそ汁orスープ・ライス
　（ライスはSS、S、M、Lから選べます）

●短大丼
　430円

●ジャージャーラーメン
　440円

●サラダバー　1ｇあたり1.2円（1円以下は切り捨て）
●ドリンクバー　150円
　その他のメニューで350円以上の注文をした場合は100円

●パスタ（金曜日限定・週替わり）420円
　この日はソーセージと野菜のトマトソースパスタ

学内には2カ所の学生食堂があり、

リーズナブルな価格でさまざまなメニューが楽しめます。

サラダバーや
ドリンクバーも

あります。

ランチ

Campus Life
大学と短大がひとつのキャンパスです 年間スケジュール

全員参加による短大生自治組織。

大学祭や体育大会、やきいも大会などの楽し

いイベントも行っています。活動に積極的に

参加して、楽しい思い出をたくさん作ろう！

現在、運動系、文科系合わせて50あまりのクラブ・

サークル、同好会が活動しています。仲間と出会い、

ともに挑み、楽しみながら自分を高めよう！

松商短大学友会

学友会主催の上高地ハイキング

リーダーズ・キャンプ
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地域活動、距離が近い教職員との交流により、
さらに楽しみが広がります。

大学祭「梓乃森祭」
ゼミ発表やサークル活動、模擬店など、みんなで創り上げる
楽しい大学祭は、松本大学最大のイベントです。

クラブ・サークル活動

●生活応援セット(日替わり)　　
　300円（ライスMサイズの場合）
　この日は、豚みそ・白身魚フライ・
　みそ汁orスープ・ライス
　（ライスはSS、S、M、Lから選べます）

●短大丼
　430円

●ジャージャーラーメン
　440円

●サラダバー　1ｇあたり1.2円（1円以下は切り捨て）
●ドリンクバー　150円
　その他のメニューで350円以上の注文をした場合は100円

●パスタ（金曜日限定・週替わり）420円
　この日はソーセージと野菜のトマトソースパスタ

学内には2カ所の学生食堂があり、

リーズナブルな価格でさまざまなメニューが楽しめます。

サラダバーや
ドリンクバーも

あります。

ランチ

Campus Life
大学と短大がひとつのキャンパスです 年間スケジュール

全員参加による短大生自治組織。

大学祭や体育大会、やきいも大会などの楽し

いイベントも行っています。活動に積極的に

参加して、楽しい思い出をたくさん作ろう！

現在、運動系、文科系合わせて50あまりのクラブ・

サークル、同好会が活動しています。仲間と出会い、

ともに挑み、楽しみながら自分を高めよう！

松商短大学友会

学友会主催の上高地ハイキング
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2016年度 入学試験日程

学費

試 験 区 分

特 待 生（ 公 募 ）

推薦前期（指定校/公募）

推薦後期（公募）

自 己 推 薦

Ａ Ｏ Ⅰ 期

Ａ Ｏ Ⅱ 期

一 般 Ａ

一 般 B

一 般 C

センター利用Ⅰ期

センター利用Ⅱ期

センター利用Ⅲ期

社会人ＡＯⅠ期

社会人ＡＯⅡ期

留 学 生 前 期

留 学 生 後 期

帰 国 生

入 学 手 続 時

250,000円

365,000円

115,000円

730,000円

後 期

0円

365,000円

115,000円

480,000円

2 年 次

年 間

0円

730,000円

230,000円

960,000円

推 薦

A O

一 般

セ ン タ ー

そ の 他

入 学 金

授 業 料

施 設 費

計

会場等

本　学

本　学

本　学

本　学

エントリー

面　談

出　願

エントリー

面　談

出　願

本学、東京
名古屋、新潟
甲府、那覇

本　学

本　学

―

―

―

エントリー

面　談

出　願

エントリー

面　談

出　願

本　学

本　学

本　学

商

若干

60

5

5

5

5

6

2

2

6

2

2

若干

若干

若干

若干

若干

100

経

若干

60

5

5

5

5

6

2

2

6

2

2

若干

若干

若干

若干

若干

100

試 験 内 容

書類＋文章理解＋面接

書類＋面接

書類＋面接

書類＋面接

面談＋書類＋小論文

面談＋書類＋小論文

国語・数学・
英語・簿記から

1科目

小論文＋面接

小論文＋面接

国語・数学・英語・
地理歴史・公民から

高得点1科目

面談＋書類＋小論文

面談＋書類＋小論文

小論文＋面接

小論文＋面接

小論文＋面接

※学生募集要項（WEB）を必ずご確認ください。
※AO入学試験では、エントリーの前に、オープンキャンパスで開催される「AO入試説明会」に出席する必要があります。

授業のテキスト代は授業料に含まれています。
入学手続時に諸費用（後援会費・学友会費・同窓会費・生協出資金）として58,000円が必要となります。
2年次も別途諸費用が必要となります。

納　　期

費　　用

1 年 次

募集人員
出 願 期 間

 11月 2日㈪ ～ 11月 6日㈮

 11月 2日㈪ ～ 11月 9日㈪

 11月 30日㈪ ～ 12月 7日㈪

 11月 30日㈪ ～ 12月 7日㈪

 8月 2日㈰ ～ 8月 22日㈯ 

 8月 31日㈪ ～ 9月 3日㈭  

 9月 7日㈪ ～ 9月 11日㈮  

 9月 24日㈭ ～ 10月 2日㈮  

 10月 12日㈪ ～ 10月 15日㈭

 10月 26日㈪ ～ 11月 2日㈪

  

 1月 12日㈫ ～ 1月 26日㈫

 2月 15日㈪ ～ 2月 29日㈪

 3月 7日㈪ ～ 3月 15日㈫

 1月 12日㈫ ～ 2月 3日㈬

 2月 15日㈪ ～ 3月 2日㈬

 3月 7日㈪ ～ 3月 15日㈫

 8月 2日㈰ ～ 8月 22日㈯

 8月 31日㈪ ～ 9月 3日㈭

 9月 7日㈪ ～ 9月 11日㈮

 9月 24日㈭ ～ 10月 2日㈮

 10月 12日㈪ ～ 10月 15日㈭

 10月 26日㈪ ～ 11月 2日㈪

 11月 30日㈪ ～ 12月 7日㈪

 2月 1日㈪ ～ 2月 15日㈪

 11月 30日㈪ ～ 12月 7日㈪

合格発表日

11月10日㈫

11月20日㈮

12月17日㈭

12月17日㈭

 

  9月24日㈭

 

 

11月20日㈮

  2月10日㈬

  3月10日㈭

  3月22日㈫

  2月10日㈬

  3月10日㈭

  3月22日㈫

 

  9月24日㈭

11月20日㈮

12月17日㈭

  2月25日㈭

12月17日㈭

試 験 日

11月  8日㈰

11月14日㈯

12月13日㈰

12月13日㈰

 

  9月17日㈭

 

 

11月 8日㈰

 2月 2日㈫

  3月  4日㈮

  3月17日㈭

―

―

―

 

  9月17日㈭

 

 

11月  8日㈰

12月13日㈰

  2月19日㈮

12月13日㈰
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学費免除制度

授業料の全額または半額が免除されます。

入学試験で優秀な成績を収めた方の
授業料の全額か半額、または入学金が免除されます。

免除❶

免除❷

特待生推薦入学試験（公募制）

学力特待生資格制度

① 経済支援特待生コース
進学意欲があり、人物・学業ともに優れているが、経済的事由から進学が困難な方の学費を免除する制度です。

② 学業学力特待生コース
人物・学業ともに優れ、試験において優秀な成績を収めた方の学費を免除する制度です。

修学支援制度
制度❶

制度❷

成績優秀賞授与 ⇨ 授業料減免

資格奨励金制度 ⇨ 奨励金支給
前期・後期定期試験の成績優秀者１０名の授業料１０万円を減免（特待生を除く）します。

取得した検定試験の難易度に応じて、一人ひとりに一資格につき5万円を上限に奨励金を支給します。

対象者：本学の一般A入学試験・センター利用入学試験（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）において、特に優秀な成績を収めた方。
　　　　推薦入学試験およびAO入学試験に合格した方の場合は、特待生資格試験（一般Ａ入学試験）を受験し、その成績上位の方。

全員にチャンス

受験料無料

入学金免除制度
免除❶

免除❷

有資格者優遇制度

兄弟姉妹優遇制度

入学する前に、本学指定の資格を取得した方を優遇する制度です。
日商簿記検定2級以上、日本漢字能力検定2級以上、実用英語技能検定2級以上またはTOEIC400点以上またはGTEC for STUDENTS 
500点以上、実用数学技能検定2級以上、情報処理技術者試験（ITパスポート以上）の資格をひとつ保有するごとに入学金から5万円（最大
25万円）を免除します。
※出願時に取得済みの方は入学手続時に免除します。本学入学までに取得された方は入学後に給付します。

兄弟姉妹が、松本大学あるいは松商短期大学部の在学生または卒業生という場合に入学金を半額免除します。

※❶・❷は併用が可能です。

学ぼうとする心をどこまでも受け入れる、それが松商短大です。
進学意欲があるけれど経済的に進学が困難な方。入学する前から頑張って資格を取得している方。・・・松商短大には学費免除制度、入学金免除制度、修学支援制度があります。ぜひご相談下さい。



マツナビスタッフは

オープンキャンパスを
サポートしています。

参加者には
オリジナルグッズ

プレゼント

経営情報学科 2年

長﨑 朱里さん

2015
Your hope is found here

オープンキャンパスで

高校生のみなさんを案内するのは、

私たち学生スタッフ「マツナビ」です。

「大学の生きた姿を伝えたい」
そんな思いからM@tsu.navi（マツナビ）が誕生しました。

短大・大学合わせて総勢100名を超えるマツナビのスタッフが
オープンキャンパスの運営に携わります。
私たちの言葉で私たちの短大・大学を

わかりやすく紹介します。
ぜひオープンキャンパスに参加してみてください。

パンフレットではわからなかった意外な発見がきっとありますよ。

松商短大を丸ごと体験しよう！ 楽しく授業体験！

例えばこんな授業を体験できます

1日体験入学2015
10:30START

S
Ｕ
Ｎ6/21 S

A
T8/22 （受付10：00～）

10:30START（受付10：00～）

見つけた！　私の未来！！

例えばミニ講義では…

OPEN CAMPUS 2015
9/27S

Ｕ
Ｎ

S
Ｕ
Ｎ8/2

●松商短大ナビゲーション
●楽しいカラーデザインの世界

無料シャトルバス
運行ガイド

お問い合わせ・シャトルバスのご予約は

シャトルバスのご利用にはご予約が必要となります。
※松本駅乗車は予約不要

▲

佐久平駅・岡谷駅・下諏訪駅・茅野駅・伊那（上伊那農業高校前）・飯田駅・
　甲府駅・小淵沢駅・新潟駅・高田駅 ………………………………………… 15：30発▲

松本駅・長野駅・上田駅 …………………………………………………… 15：45発

━━ 山梨県 ━━━━━━━━━━━▲

甲府駅（北口）▲

小淵沢駅
━━ 新潟県 ━━━━━━━━━━━▲

新潟駅（南口）▲

高田駅

〈要予約〉
〈要予約〉

〈要予約〉
〈要予約〉

8：20発
9：15発

6：45発
8：15発

▲

松本駅（アルプス口）▲

長野駅（東口）▲

上田駅（温泉口）▲

佐久平駅（浅間口）▲

岡谷駅▲

下諏訪駅▲

茅野駅東口（美術館口）▲

伊那（上伊那農業高校前）▲

飯田駅

9：40発
  8：50発
  8：40発
  8：30発
  9：30発
9：10発
8：30発
9：15発
8：20発

〈予約不要〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉

詳しくはホームページまたは、入試広報室まで、お気軽にお問い合わせください。

●ブライダル入門
●大好き！ディズニー

例えば体験講座では…
●医療事務ってどんな仕事？　
●女子必見！モテカラーのすべて！！！

予約制

■ 短大・大学説明会
■ ミニ講義
■ 体験講座

■ 授業・資格・就職相談コーナー
■ キャンパス見学ツアー
■ 松大トレーニングルーム体験

■ ランチ体験（無料）
■ 学生何でも相談コーナー
■ 進路相談・入試相談コーナー etc.

OPEN CAMPUS

高校生のための公開授業
Ｍ
Ｏ
Ｎ7/20第1回：

第1回： 第2回：

第3回：

第2回：
Ｍ
Ｏ
Ｎ10/12

実際の授業の内容や雰囲
気を確認していただける
ように、通常の授業を公開
します。
お気軽にご参加ください。
※事前予約は不要です。

入試相談会2015
Ｍ
Ｏ
Ｎ11/23S

A
T10/17

学び、入試、学費、奨学金、学生生活など何でもご相談ください。（個別対応）
※事前予約は不要ですが、事前にご連絡いただければご指定の時間に対応させ
ていただきます。

帰りの便
〈大学発〉

行きの便

予約は日曜開催の場合は前々日、
土曜開催の場合は前日の15：00までに

電話またはWebから

2016年1/21 .22T
H
U

F
R
I

10:00~15:00
開催場所／本学

0120-507-200 平日am9：00～pm5：00

www.matsumoto-u.ac.jp/admissions/
入試情報以外のスペシャルコンテンツも充実

⬅ 友達登録

高校生向け
入試情報や
イベント情報を配信！

入試

www.matsumoto-u.ac.jp/

入試情報サイト

大学祭
「梓乃森祭」
同時開催

オープンキャンパスでは、ミ
ニ講義や体験講座など高校
とはまた違った授業に触れる
ことで、ちょっとした学生生
活を味わうことができます！
私たちマツナビが、「キャンパ
ス見学ツアー」で学生が実際
にどのような施設を使用して
いるのかを紹介したり、「学
生何でも相談コーナー」で
は、みなさんの不安や疑問な
どに学生目線でお答えします。パンフレットだけではわから
ない松本大学、松商短大の魅力を体感していだけたらなと
思っておりますので、ぜひお越しください♪マツナビ一同お
待ちしております！

●経済の基礎
●金融の基礎
●簿記の基礎
●医療事務入門

●マーケティングの基礎
●ブライダル入門
●動くホームページを作ろう
●東京ディズニーリゾート経営の秘密

●ダイエット入門
●曲がれ！スプーン
●コミュニケーションが楽しくなる授業
●マックとモス、どっちが好き？

●お・も・て・な・し♡のお話
●赤信号で止まれない！？
●社会人になるのが
　楽しみになる授業
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Ｕ
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Ｕ
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新潟駅（南口）▲

高田駅

〈要予約〉
〈要予約〉

〈要予約〉
〈要予約〉

8：20発
9：15発

6：45発
8：15発

▲

松本駅（アルプス口）▲

長野駅（東口）▲

上田駅（温泉口）▲

佐久平駅（浅間口）▲

岡谷駅▲

下諏訪駅▲

茅野駅東口（美術館口）▲

伊那（上伊那農業高校前）▲

飯田駅

9：40発
  8：50発
  8：40発
  8：30発
  9：30発
9：10発
8：30発
9：15発
8：20発

〈予約不要〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉
〈要予約〉

詳しくはホームページまたは、入試広報室まで、お気軽にお問い合わせください。

●ブライダル入門
●大好き！ディズニー

例えば体験講座では…
●医療事務ってどんな仕事？　
●女子必見！モテカラーのすべて！！！

予約制

■ 短大・大学説明会
■ ミニ講義
■ 体験講座

■ 授業・資格・就職相談コーナー
■ キャンパス見学ツアー
■ 松大トレーニングルーム体験

■ ランチ体験（無料）
■ 学生何でも相談コーナー
■ 進路相談・入試相談コーナー etc.

OPEN CAMPUS

高校生のための公開授業
Ｍ
Ｏ
Ｎ7/20第1回：

第1回： 第2回：

第3回：

第2回：
Ｍ
Ｏ
Ｎ10/12

実際の授業の内容や雰囲
気を確認していただける
ように、通常の授業を公開
します。
お気軽にご参加ください。
※事前予約は不要です。

入試相談会2015
Ｍ
Ｏ
Ｎ11/23S

A
T10/17

学び、入試、学費、奨学金、学生生活など何でもご相談ください。（個別対応）
※事前予約は不要ですが、事前にご連絡いただければご指定の時間に対応させ
ていただきます。

帰りの便
〈大学発〉

行きの便

予約は日曜開催の場合は前々日、
土曜開催の場合は前日の15：00までに

電話またはWebから

2016年1/21 .22T
H
U

F
R
I

10:00~15:00
開催場所／本学

0120-507-200 平日am9：00～pm5：00

www.matsumoto-u.ac.jp/admissions/
入試情報以外のスペシャルコンテンツも充実

⬅ 友達登録

高校生向け
入試情報や
イベント情報を配信！

入試

www.matsumoto-u.ac.jp/

入試情報サイト

大学祭
「梓乃森祭」
同時開催

オープンキャンパスでは、ミ
ニ講義や体験講座など高校
とはまた違った授業に触れる
ことで、ちょっとした学生生
活を味わうことができます！
私たちマツナビが、「キャンパ
ス見学ツアー」で学生が実際
にどのような施設を使用して
いるのかを紹介したり、「学
生何でも相談コーナー」で
は、みなさんの不安や疑問な
どに学生目線でお答えします。パンフレットだけではわから
ない松本大学、松商短大の魅力を体感していだけたらなと
思っておりますので、ぜひお越しください♪マツナビ一同お
待ちしております！

●経済の基礎
●金融の基礎
●簿記の基礎
●医療事務入門

●マーケティングの基礎
●ブライダル入門
●動くホームページを作ろう
●東京ディズニーリゾート経営の秘密

●ダイエット入門
●曲がれ！スプーン
●コミュニケーションが楽しくなる授業
●マックとモス、どっちが好き？

●お・も・て・な・し♡のお話
●赤信号で止まれない！？
●社会人になるのが
　楽しみになる授業



資格奨励金制度
取得した検定資格の難易度に応じて、

１人ひとりに奨励金が支給されます。

在学生１人あたりの奨励金平均獲得額　14,596 円

在学生１人あたりの検定資格平均獲得数　9.67 個

松商短大は

頑張るあなたを応
援します！

52016  NAVIGATION

介 護フィールド

■介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）

16 Field

松商短大の大きな特徴は、「学び」の数だけ「資格」に挑戦できること。
幅広く資格を取って、人生の様々な場面で役立ててください。

「取っておいて良かった!!」と思う日が必ず来ます。

Challenge
36種類

ブライダルフィールド

■アシスタント･ブライダル･コーディネーター検定
　（Ａ.Ｂ.Ｃ.検定）
■ＡFT 色彩検定

14 Field

芸 術 と 文 化フィールド

■華道　小原流　初等科 ・ 本科
■茶道　表千家　入門 ・ 習事

13 Field

ファッションビジネス
フィールド

■ファッションビジネス能力検定
■ファッション販売能力検定
■フォーマルウェア検定ブロンズライセンス

12 Field

心とこども･福祉フィールド

■ベビーシッター
■福祉住環境コーディネーター

15 Field

●１年
SP初段
FP技能検定３級学科
FP技能検定３級実技
FP技能検定３級総合
TOEIC　300以上
MOS/MCAS（Excel2010）

●２年
日商簿記検定３級
FP技能検定２級学科
FP技能検定２級実技
FP技能検定2級総合
証券外務員

獲得した奨励金　137,700円

最高奨励金獲得者Mさんの場合



松本大学松商短期大学部
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松商短大ナビゲーション

松商短大ナビゲーション

商 学 科 ・ 経 営 情 報 学 科

〒390-1295 長野県松本市新村2095-1
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TEL 0120-507-200
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2
0
1
6
松
商
短
大
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン

松
本
大
学
松
商
短
期
大
学
部



松
商
ブ
ラ
ン
ド
基
礎
フ
ィ
ー
ル
ド

1 Field

6 Matsumoto University   Matsusho Junior College

松商短大は創立から６０年を超え、この間１万人を超える卒業生を社会に送り出してきました。本学の長い歴史と伝統は、「松商短大卒業生は簿記とコ
ンピュータができる」という社会的な評判となり、企業から高い信頼を得ています。本学は、この「簿記とコンピュータができる」を「松商ブランド」と名
づけ、本学の学生全員がこのブランドに恥じない能力を身につけられるように日々取り組んでいます。またこれに加え、基礎的な外国語コミュニケー
ション能力の養成も始めています。みなさんも「松商ブランド」と呼ばれる本当の意味での松商短大生に一日でも早くなれるように頑張ってください。

たとえば、学生たちに人気の「ブライダルフィールド」や「医療事務フィールド」。将来、ブライダルの仕事がしたい人、病院の受付事務への就職を考
えている人がたくさんいます。もちろん、ブライダルや医療事務の専門知識(資格)は必要です。でも、実際の仕事の内容を考えると、その専門知識
だけでは就職できないのです。ブライダルにしても医療事務にしても仕事の上ではコンピュータ操作や簿記の知識が必ず求められます。だから、
専門知識にプラスしてコンピュータや簿記、つまり「松商ブランド」が必要となるのです。
この状況は他のフィールドでもまったく同じ。どんなところに就職するにしても、「専門知識」＋「松商ブランド」⇒「就職」なのです。今は、専門資格だ
けで就職できる時代ではありません。資格を持っていることは当たり前、それに「松商ブランド」を加え、希望の就職を実現していくのです。

専門知識や資格だけでは・・・

松商ブランドとは

松商ブランド基礎フィールド
基 本 フィールド

先輩からのメッセージ

このフィールドは、入学したみなさんが本当の意味での松商短大生となるための基礎となるフィールドです。

ここでは「基礎簿記」「Ｗｏｒｄ」「Ｅｘｃｅｌ」「Ｅｎｇｌｉｓｈ」の４つが必修科目。それぞれの科目で受講生のレベ

ルに合わせたクラスが設けられ、自分でクラスが選択できるようになっています。

関川 友佳里さん

2014年3月卒業 商学科

出身高校：赤穂高校
勤務先：上伊那農業協働組合

下條 あやのさん

2013年3月卒業 商学科

出身高校：松本県ヶ丘高校
編入先：信州大学経済学部

高校を卒業したらたくさんの資格をとりたいと思っていました。松商短
大は、資格取得だけでなく、様々なフィールドで学べるのが魅力で入
学しました。松商ブランドは、資格取得に合わせた授業になっているの
で、まじめに取り組めば、必ず資格をとることができると思います。一
人ひとりに指導する先生の説明はとてもわかりやすく、私はエクセル、
秘書、文書デザイン、ワードなどの資格を取得しました。また就職活動
では、ゼミの先生が何度も面接練習をしてくださり、試験に落ちた時も

「大丈夫、大丈夫」と励ましていただいて乗り切ることができました。
就職したら、松商ブランドで磨いた技術と、他の授業で学んだ、人と
のつながりを大切にするホスピタリティ精神でがんばりたいと思い
ます。

始めは編入進学と就職の２つの進路を考えていました。キャリアクリ
エイトの授業で聞いた「グローカル」という言葉。グローバルとロー
カルという２つの視点が地域活性化につながるという話を聞いて、
そういうことをもっと勉強したいと思い、編入することに決めました。
編入の面接試験の前には、いろいろな先生に練習をしてもらい、自
信になりました。松商ブランドフィールドで学び、大学ではなかなか
できない、資格試験に挑戦できて今後就職にも役立つし、とてもよ
かったと思います。先生方もわかりやすく丁寧に教えてくれました。
短大の２年間はあっという間。するべきかどうか悩んでいることが
あったら積極的に挑んでくださいね。きっと応援してもらえますよ。

まじめに取り組めば、
必ず資格をとることができます。

すべきかどうか悩んだ時は、
積極的に挑みましょう！
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	 ①	基礎簿記
ビジネスの基礎となるのが「簿記」です。会社をとりまく
お金の流れを記録、計算、集計し、ビジネスにとって最
も大切な技術を学びます。初級、中級、上級の３クラス
に分かれて授業を進めます。

	 ②	Ｗｏｒｄ
今一番普及している文書作成ソフトＷｏｒｄの基本操作
を学びます。コンピュータを使った文書作成は仕事の上
だけではなく、日常生活においても必要不可欠なもの。
初心者から上級者までレベル別に授業を進めます。

	 ③	Ｅｘｃｅｌ
表計算ソフトＥｘｃｅｌの基本操作を学びます。７月に行
われる情報処理技能検定の合格を目指して、データ入
力、関数、グラフ作成の技術を身につけていきます。初
心者から上級者までレベル別に授業を進めます。

	 ④	Ｅｎｇｌｉｓｈ
長野県内外の多くの企業が海外と取引を行っています。
また、生産工場を海外に移している企業もたくさんあり
ます。今や、仕事をしていく上で、英語は避けては通れな
いものとなっています。短大生の教養としての英語を学
びながら、ビジネス・ツールとしても役に立つ英語を身
につけます。
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2 Field

Teacher : Masahiko Yamazoe山添 昌彦教授

経 理 会 計 フィールド

先輩からのメッセージ

　「先生!! 今度の検定なにでるの～？」検定試験が近づくと簿記の先生た
ちは、あちこちで声をかけられます。検定試検でどんな問題がでるのか、
学生たちにとっては一番の関心事。そんな学生たちの思いに応えてくれる
のがこの「簿記演習」です。３～１級の受験級にあわせてレベル別に検定試
験の出題を予想、その解き方を解説、その問題の練習を行います。ちなみ
に、入学後初めて簿記を学んだみなさんの先輩が昨年の11月に挑戦した
全経簿記３級の合格率は90％（全国平均は70％）でした。

　会社の経営にとって、なくてはならないのが簿記。だから、簿記の資格
は、みなさんが就職活動をするときにぜひ持っていたい資格の1つです。
一般企業の事務職であれば、全経簿記３級以上、金融機関であれば日商簿
記３級以上、会計事務所であれば日商簿記２級が目標になります。

簿記は、将来事務の仕事に就こうと思っていたので、必ず身に付けよ
うと思っていました。知り合いからは「難しいよ」と聞いていて、やっ
てみると確かに難しいのですが、問題が解けると嬉しいし、電卓や
パソコンを打ち、計算するのが好きな私には合っているかなと思い
ます。検定試験に合わせた授業は内容が濃く、みんな必死について
いっていますが、先生は、とても気さくで話しやすいです。松商短大
へ来てよかったのは、会社マナーやメイクアップ講座、面接練習な
ど、就職対策が厚かったこと。他校の友人と話すと違いがよくわかり
ます。それからいい友人たちと出会えたことです。テスト前は一緒に
図書館で勉強し、「友達が頑張っているから、頑張ろう」って、お互い
に刺激し合うことができました。

将来、経理など事務系の仕事に就きたいと考え、簿記をメーンに取
り組んできました。数字がきちんと揃うと気持ちがよく、計算する
ことが好きです。試験前には、先生からもらった課題のプリントを
何度も繰り返しこなすと、確実に自分の力になっていくことを実感
しました。授業中、先生はとてもフレンドリーで質問しやすく、助か
りました。
たくさんの資格を取りましたが、無理はしていません。きちんと学校
に来て、授業を受け、解らないことを聞き、家で少しずつ勉強すればそ
れで大丈夫。就職試験でも、資格を取っていることをアピールして、大
学生がいても引けを感じませんでした。遊びやサークル、旅行もでき、
充実した2年間を過ごせたこと、とてもよかったと思っています。

学校でしっかり学べば、
資格は取得できます。

事務仕事には必須の簿記。
友人たちと一緒に頑張りました。

木藤 聖華さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：豊科高校
勤務先：松本ハイランド農業協同組合

小松 江里奈さん

2015年3月卒業 経営情報学科

出身高校：下諏訪向陽高校
勤務先：ダイヤ精機製作所

一般企業事務職・金融機関・会計事務所に
就職したい人におススメ！

簿記・会計というビジネスの基本を学ぶ。＼検定試験の合格を目指して／

基礎簿記初級
コンピュータ会計・管理会計

簿　記　演　習

「予想」＋「解説」＋「練習」＝「合格」

ゼミテーマ 企業経営の分析～Excelでグラフを書こう～
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Teacher : Tomonori Katori 香取　智宜准教授

先輩からのメッセージ

　簿記の学習で重要なことは、簿記特有のルールを知ることです。これを
理解せずに学習しても、なかなか上達することができません。検定試験を
受験しても合格できない人の多くは、ルールを無視してただ闇雲に学習し
ているからです。簿記特有のルールさえきちんと習得すれば、日商簿記検
定２級や全経簿記能力検定１級までは必ず合格できます。
　簿記が楽しくないと思っている方は、やはり検定試験に合格できないから
でしょう。でも、１つでも受かればそれが自信となり学習意欲も湧いてくるは
ずです。卒業までに、夢は大きく日商簿記検定１級に挑戦してみませんか？

　日常生活で絶対に必要なもの、それはお金です。皆さんの中にお金はいらな
いという人はいないでしょう。この重要なお金の流れを示すのが簿記です。簿
記に関して最も身近なものは小遣帳でしょうか。小学生じゃあるまいし大学生
の中で小遣帳をつけている人は皆無かもしれませんが、皆さんが小学校時代
につけた小遣帳からすでに簿記との関わりが始まっています。簿記の対象は全
てお金に換算できるものです。ですから、簿記の学習はお金の学習であるとい
えます。簿記を通して、お金の重要性や大切さを考えてみませんか？そうすれ
ば、アルバイトで働くことの意義や仕送りの大切さを認識できると思います。

簿記とは、簡単に言えばお金の話です

経 理 会 計 フィールド　商業簿記（上級）・財務会計
法人税法

財　務　会　計

財務会計は、簿記の延長にあるような会計の勉強です。
利益の計算などを学ぶのですが、その仕組みをしっかり理解できる
のが特徴です。この授業のおかげで、仕事を始めてから受験した銀
行業務検定の財務試験では、庫内の成績１番で合格できました！
社会にでてからもたくさん試験があるので、松商短大の授業は本当
に役立っています。１日があっという間に過ぎる毎日ですが、お客様
の大切なお金を預かる仕事ですので、これからも頑張って仕事に取
り組みたいと思っています。
高校生の皆さんは、１つのことだけでなく、やれること全部やるつも
りで、アルバイトに挑戦したり、短大で学んだりしてから、自分に合っ
た夢を見つけてください。

社会に出てから気付けた簿記会計の大切さ。
松商短大の強さ。

簿記に現れる
数字の持つ意味がわかります。

「簿記を知っている人がわかる授業」という紹介を聞いて、簿記に出
てくる数字の背景がわかるかなと思い受講しました。授業では先生
が金融関係の事件の事例などをわかりやすく教えてくれます。言葉
を調べたり、友人たちと話し合ったりしながら、事例について自分の
意見をまとめるのですが、話してみるとそれぞれの見方や考え方が
違って面白いと思いました。高校の時は店舗の経営者になりたいと
思っていましたが、松商短大で学ぶ中で視野が広がり、自営よりも企
業と企業の接する場で、経営する方々を支える方に携わりたいと思
うようになり、銀行を受けました。就職試験でも企業に直結する財務
会計を学んでいることを話せてよかったと思います。就職活動時の
先生方からのアドバイスは貴重です！

伊神 有織雅さん

2015年3月卒業 商学科

出身高校：穂高商業高校
勤務先：みずほ銀行

黒澤 千春さん

2010年3月卒業 商学科

出身高校：小諸商業高校
勤務先：上田信用金庫

簿記はお金の大切さを教えてくれる！

簿記を理解するには、簿記のルールを知ることです

ゼミテーマ 常に簿記的発想で考えよう！
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