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松商短大ナビゲーション

松本大学松商短 期 大 学 部
商 学 科・経 営 情報学科

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。

松商短大で

夢をカタチに

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・ユニット制の多彩な学問フィールドから自分の興味に
合わせて学び、自分の可能性を最大限にひろげて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。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。
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。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。
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P.06

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

■ 外国語

取得できる主な資格

●全経簿記能力検定 ●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）
●TOEIC ●TOEIC Bridge

経理会計 フィールド

4

Field

今 の日本 の 経済状況を理解しよう

P.07

■商業簿記 ■工業簿記
■コンピュータ会計 ■財務会計

P.08

■銀行論 ■金融論 ■金融の基礎
■マクロ経済学 ■FP受験対策

■原価計算

取得できる主な資格

取得できる主な資格
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情報専門 フィールド

Field

コンピュータが 使 いこなせて一 人 前です

P.07

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

5

Field

P.08

取得できる主な資格
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オプショナル・フィールド

Field

P.12

医療事務 フィールド

商学科
オススメ！

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
取得できる主な資格

経営
情報学科
オススメ！

すめ !

●販売士検定
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ファッションビジネスフィールド

医 療 の 現 場で実 力 発 揮 ! !

Field

ファッションビジネス最 前 線を学ぶ

■医療事務講座 ■調剤薬局事務講座
■医療事務コンピュータ講座 ■メディカルマナー講座

P.13

■色彩学の基礎 ■ファッションビジネス
■ネイルアート ■アロマテラピー

取得できる主な資格

取得できる主な資格

●ファッションビジネス能力検定 ●色彩検定
●アロマテラピー検定

●医療事務検定 ●医師事務作業補助者修了証
●保険請求事務技能検定（歯科）●調剤報酬求請求事務技能検定
●メディカルマナー検定 ●介護報酬請求事務技能検定
●医事コンピュータ技能検定 ●レセプト点検業務技能検定
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■投資と運用

すめ !

●ファイナンシャル･プランニング（FP）技能検定
●証券外務員試験

●日商簿記検定 ●全経簿記能力検定

●Ｉ
Ｔパスポート試験 ●MOS
●文書デザイン検定 ●ホームページ作成検定

図書館司書フィールド

Field

図 書 館 大 好き＆読 書 大 好き

P.13

■図書館概論 ■図書館施設論
■図書館制度・経営論 ■図書館情報資源概論
取得できる主な資格

●図書館司書

※カリキュラムは2021年度のものであり、変更になる可能性があります。
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経済･金融 フィールド

ビジネスの 基本は簿記・会計です

おす

松 商 ブ ラ ン ド 形 成 フィ ー ル ド
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Field

おす

基 本 フィ ー ル ド

1

Field

12

Field

P.14

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

■華道入門・基礎

■異文化理解

■書道入門（ペン習字）
・基礎（毛筆） ■文学

■囲碁

取得できる主な資格

●華道／小原流 初等科・本科
●茶道／表千家 入門・習事

一 人 ひ とり

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「 16フィールドの学び」
学科の枠を超え て 学 べ る 。 学 ぶ 楽 し さを実感できる。

C h a ll e n g e

40!

たくさんの資格取得にチャレンジできるカリキュラム構成
「 学び」の 数だけ「 資格」に挑戦できること。
松商短大 の 大きな特徴は、
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。
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国際コミュニケーションフィールド

Field

国 際 的なビジネス感 覚をみ がこう

P.09

■Interactive English ■比較文化 ■ビジネス英語
■異文化コミュニケーションスキル ■観光旅行英語
取得できる主な資格

研究活動
（ゼミ）
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フィールド

Field

P.10・11

●ＴＯＥ
ＩＣ ●日本語能力試験 ●実用英語技能検定
●TOEIC Bridge ●韓国語能力試験
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Field

P.12

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
■卒業研究

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
取得できる主な資格

●秘書技能検定 ●ビジネス文書検定
●日本漢字能力検定
●ニュース時事能力検定
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Field

P.14・15

ブライダル フィールド

15

ウエディング･プランナーを目指す

誰もが必要となる介護知識を学ぼう

■ブライダル入門 ■ブライダルビジネス
■ブライダルコーディネート

P.16

■ユニバーサルデザイン入門
■現代社会と福祉

取得できる主な資格

取得できる主な資格

●ブライダルコーディネート技能検定試験
●アソシエイトブライダルコーディネーター認定試験（ASS認定）
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福祉・介護フィールド

Field

心とこどもフィールド

●介護職員初任者研修 ●福祉住環境コーディネーター
●ユニバーサルデザインコーディネーター

16

Field

こどもの 気 持ちを理 解しよう

Field

P.15

■心理学 ■ベビーシッティング ■絵本の世界
■手話入門 ■子ども家庭福祉論

P.16

取得できる主な資格

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）
■運動と健康
■食品の安全性と健康

●ベビーシッター ●ユニバーサルデザインコーディネーター

の ライフステージ に 合 わ せ た 学 びを実 現
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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19個の 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。

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。

たとえば

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

資 格

19 個

● 日商簿記検定2級
● 情報処理技能検定（表計算）1級・初段
取 得
● 日本語ワープロ検定1級
● ホームページ作成検定1級 ● 秘書技能検定3級
● 情報処理技能検定
（データベース）1級
● ビジネス文書検定3級 ● 日本漢字能力検定準2級・2級
● 全経簿記能力検定1級会計・1級工簿・1級総合
● TOEIC ● 文書デザイン検定試験1級
● MOS/MCAS（Word）
（Power Point）
（Excel）

たとえば

パソコンの勉強を中心に
頑張ったYNさんの場合

● ITパスポート試験
● 文書デザイン検定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1級
● 情報処理技能検定（データベース）2級
● 秘書技能検定3級
● TOEIC
● 日本漢字能力検定 2級
● 調剤報酬請求事務技能検定

たとえば

医療事務 の勉強を中心に

頑張ったMMさんの場合

● 診療報酬請求事務技能検定
● 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

資 格

18 個
取 得

● 日商簿記検定3級 ● 日本語ワープロ検定試験2級
● 情報処理技能検定（表計算）2級・1級・初段
● 秘書技能検定3級 ● TOEIC ● 日本漢字能力検定2級
● 全経簿記能力検定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）

たとえば

ブライダル の勉強を中心に
頑張ったFMさんの場合

資 格

● アソシエイトブライダル
コーディネータ認定
（ASS認定）

取 得

● 全経簿記能力検定2級
取 得
● 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
● 秘書技能検定3級 ● 保険請求事務技能検定（歯科）
● 調剤報酬請求事務技能検定
● 医事コンピュータ技能検定

11個

資 格

14 個

松商短大は頑張るあなたを応援します！
成績優秀者表彰制度

資格奨励金制度

めざせ！TOP10！

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。

1年次の年間成績優秀者
10名の授業料を

1人10万円
免除します
（特待生を除く）
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最高奨励金獲得者 Sさんの場合
【1年】
○表計算１級、ＭＯＳ
（Ｅｘｃｅ
ｌ）
○ファイナンシャル・プランニング
技能検定３級学科

獲得した奨励金

51,000

円

【2年】
○ファイナンシャル・プランニング技能検定３級実技
○ファイナンシャル・プランニング技能検定２級実技
○ＭＯＳ
（Ｗｏｒｄ）
、ＭＯＳ
（PowerPoint）

資格取得のための手厚いサポート

在学中にファイナンシャル・プランニング
技能検定2級に合格しました！

金融スペシャリストプログラム
ファイナンシャル・プランニング技能検定
金融機関の個人部門での仕事を行う上で必要な資格。1年次の1･2学期で基礎を
学び、3学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。
証券外務員
金融機関では全員が取得する義務のある資格です。松商短大では金融機関の内定
後の2年次3学期にこの資格対策の授業を受け、卒業までに取得することを目指し
ます。

田中美香さん
勤務先：株式会社長野銀行

2020年度卒業生 金融分野の主な内定先
●八十二銀行 …………………………
●長野銀行 ……………………………
●長野信用金庫 ………………………
●上田信用金庫 ………………………

3人
3人
2人
2人

●諏訪信用金庫 ………………………
●アルプス中央信用金庫 ………………
●長野県信用組合 ……………………
●かんぽ生命保険 信越エリア本部 ……

1人
2人
3人
1人

●JAバンク …………………………… 8人
●八十二証券 ………………………… 2人
●昭和商事 …………………………… 1人

公務員対策講座
松本大学では公務員試験の高い合格実績を誇る㈱東京リーガルマインド
（ＬＥＣ）
と連携し、学年に応じた正課外の総合対策講座を実施しています。学内で開講する
ため移動時間とコストを節約でき、大学からの補助もあるため受講料も格安となっ

公務員対策講座を受講して
公務員採用試験に合格しました！

ています。

公務員試験対策総合講座のカリキュラム

2年

人文科学５コマ、
自然科学２コマ、
社会科学12コマ

数的処理18コマ
文章理解４コマ

１年

数的処理８コマ、
文章理解３コマ、
社会科学６コマ、
人文科学３コマ、
自然科学２コマ、
論文面接３コマ

4月

5月

6月

7月

8月

公務員試験開始
9月

10月

11月

12月 1月 2月 3月

市川乙香さん
勤務先：伊那市役所

学年別到達目標
１年…就職試験としての「SPI」対策を兼ねて、公務員試験の主要科目を学習。就職対策と公務員対策の両方を行う。
２年…教養科目の復習及び論文（作文）
・面接の対策。
７月には試験対策を完成させる。
1年生は、
予習・復習や、出席できなかった講座の学習をWeb講座で受講できます。

TOEICに挑戦する学生をサポート！
TOEIC対策として松本大学で開講している正課の講義を履修でき、入門・初級・中
級・実践とレベルに応じた段階的な学修指導を行っています。さらに点数をアップした
い学生には正課外で
「TOEIC対策講座」
を開講。専門の講師が年間30回の講座を行
い、得点力アップを目指します。またTOEIC試験を学内で格安の受験料で実施し、得
点に応じた奨励金制度も導入しています。
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1

Field

松商ブランド基礎フィールド

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」
「外国語」
の４つが必修科目。それぞれの科目で初心者から上級者まで
レベル別にクラスが設けられ、自分でクラスが選択できるようになっています。

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

E xcel

表計算ソフトＥｘｃｅ
ｌの基本操作を学びます。
７月に行わ

松商ブランド基礎フィールド

くお金の流れを記録、計算、集計し、
ビジネスにとって

れる情報処理技能検定の合格を目指して、データ入

最も大切な技術を学びます。

力、関数、グラフ作成の技術を身につけていきます。

Word

外国 語（英語・中国語・ハングル）

ンを使った文書作成は仕事の上だけではなく、日常生

ものとなっています。短大生の教養としての外国語（英

文書作成ソフトＷｏｒｄの基本操作を学びます。パソコ
活においても必要不可欠なもの。

今や仕事をしていく上で、外国語は避けては通れない

語・中国語・ハングル）
を学びながら、
ビジネス・ツール
としても役に立つ語学を身につけます。

松商短大は創立から65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パソコンができる」
という社会的な評判となり、企

松商ブランド
とは？

業から高い信頼を得ています。本学は、
この「簿記とパソコンができる」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にも力を入れています。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を目指して頑張ってください。

松商ブランド基礎フィールド
自分の成長を実感できる
簿記、Word、Excelは初めてでも、
レベル別の少人
数で優しく教えてもらえるので大丈夫。一つひとつ取
り組んで問題が解けるようになると達成感もあり、楽
しくなります。検定試験に合格した時は嬉しくて、対策
をしっかりすれば越えられる壁だと自信がつきました。
それまで知らなかったことができるようになることに
喜びを感じながら、
しかも将来必ず役立つ学びだから、
とてもアクティブに取り組めます。簿記はさらに上級を
目指します！

中村 はなさん
松本蟻ケ崎高校出身／勤務先：セキスイハイム信越株式会社
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2

Field

経理会計フィールド

商業簿記、工業簿記、簿記演習、原価計算、
コンピュータ会計、財務会計、管理会計、経営分析

商業簿記
理解を深めて資格試験にチャレンジ！
高校の時は、計算方法など何となく覚えていました
が、
「なぜそうなるのか」が理解できるようになると問題
を解くのが楽しくなり、資格試験の勉強も頑張ることが
できました。結果、
日商簿記３級と全経簿記2級に合格し
経理会計フィールド／情報専門フィールド

ました！
「わからない所は聞いてね」
と声をかけてくれる
先生たちだから質問しやすく、丁寧な集中講義で自分
の弱点を知り対策ができました。初級から上級まで自分
に合うコースで学べるのでとても安心です。

松沢 明里さん
塩尻志学館高校出身／勤務先：サンリン株式会社

3

Field

情報専門フィールド

ビジネスとワープロ、プログラミングの基礎、データベース初級/中級/上級/応用
MOS対策（Excel/Word/PowerPoint）、VisualBasic入門、ITパスポート、
ホームページ作成入門
Webデザイン、ゲームプログラミング、CGの基礎

データベース応用
丁寧な授業で学び がしっかり
身に付きます
高校の時はパソコンに苦手意識がありましたが、短大
で学ぶうち面白くなり、実際に使えるようになろうと思
い受講しました。先生は優しくて、授業から一人も置い
ていかれないように丁寧に教えてくれました。
最後の課題でアルバイト管理のためのデータベース
を作りました。周りの人に聞いても良く、先生からも大
事なヒントをもらえて、一人で悩むことなくできました。
うれしかったです。
この授業を受けたおかげで、仕事とし
て使える自信がつきました！
岡田 優奈 さん
穂高商業高校出身／勤務先：あづみ農業協同組合
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4

Field

経済・金融フィールド

金融の基礎、金融論、FP受験対策、銀行論、投資と運用、証券実務、マクロ経済学、経済入門、国際経済

金融の基礎
お金の流れがわかるようになります！
金融機関への就職を目指していたので、金融のこと
を一から学びたいと思って受講しました。ライフプラン
ニングや金融資産の運用など、内容はちょっと難しい
のですが、先生のポイントを押さえた授業はわかりや
経済・金融フィールド／経営・法律フィールド

すかったです。他国と日本の金融政策の違いや、金融
政策が身近にどう関わってくるのかがわかるようにな
り、発見もありました。
金融機関への就職に関わらず、誰にでも役立つ必要
な知識だと思います。

上野 福太朗さん
赤穂高校出身／勤務先：アルプス中央信用金庫

5

Field

経営・法律フィールド

マーケティングの基礎、サービス・マーケティング、法学概論、販売士資格対策、
フードビジネス論
経営の基礎、現代企業論、租税法、
ホスピタリティ論、所得税法

マーケティングの基礎
ポイントは
「どうしたら喜んでもらえるか」
ヒット商品を生み出すには製造から販売促進まで、
様々な工夫やアイディアがあります。人の心をつかむそ
れらの事例を学んで、
とてもワクワクしました。先生のお
手製のスライド資料はマーケティングが活かされ、
イラ
ストやキャラクターなどが入って分かりやすく、引き込
まれるように授業が進みました。
人を喜ばせるマーケティングの楽しさを知り、私自身
が相手の立場に立って考えられるようになってきたよう
に思います。

羽田 萌乃さん
松商学園高校出身／勤務先：大和電機工業株式会社
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6

Field

国際コミュニケーションフィールド

観光・旅行英語、English、時事英語、中国語、ハングル、
ビジネス英語、InteractiveEnglish
異文化コミュニケーションスキル、異文化理解、日本事情、海外研修、海外事情
日本語入門、日本語応用、旅行業概論、外国語応用

ビジネス英語
ビジネスを学んで海外とも交流できます
将来海外で仕事をしてみたいと思い受講しました。
ア
メリカ流ビジネスの面接試験や自己紹介をしながら、海
外では人を雇用する際の服装や振る舞いなど、何が評
国際コミュニケーションフィールド

価されるのかを学びました。マーケティングのレポート
を読んでアメリカの大学生とオンラインで意見交換も
しました。
授業はグループワークが多く、協力し合いながら課
題に取り組んでいきます。十分にコミュニケーションを
取りながら進められるので、英語を話せなくても大丈夫
ですよ。

ダシルバ ラリサさん
塩尻志学館高校出身／勤務先：株式会社サイサン

Check！

短期海外研修（語学・文化）

湘北短期大学共同プログラム

〈研修先〉
オーストラリア・ニューカッスル大学

挑戦する大切さを
学びました
オープンキャンパスで先輩の留学経験を聞いて興
味を持ち、思い切って参加しました。初めての海外で
英語も苦手で不安でしたが、ホストファミリーはとて
も優しくて「こんなに」
と思うほどサポートしてくれま
した。食べ物、自然、動物、何もかもが新鮮でワクワク。
フレンドリーな文化に触れて、自分らしく個性を出す
のは恥ずかしくないと思えるようになり、
よりポジティ
ブな自分になれました。

久保田 莉帆さん
塩尻志学館高校出身
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7

Field

研究活動（ゼミ）フィールド

基礎ゼミナール、専門ゼミナール、卒業研究

ゼ ミ が あ る から 安 心！
Ch

研 究 活 動︵ ゼ ミ ︶フ ィ ー ル ド

楽しく学び、社会で活躍できる力を鍛えてください。
先生たちのチームワークも抜群！

eck

!

糸井ゼミ Shigeo Itoi

ゼミって？

ドイツを通してヨーロッパの
経済・社会・文化を知ろう！

ゼミとは「ゼミナール」の略称で
す。一人の教員に15人前後の学生で

木下ゼミ Takahiro Kinoshita

構成され、ゼミごとに特徴ある授業
を受けることができます。教員は就
職活動の支援など、学生生活もしっ
かりサポートしますので、学生はいつ

〔主な担当科目〕現代社会学、
キャリアクリエイト、海外研修

簿記という技術を活かして
企業・社会を知ろう！

〔主な担当科目〕基礎簿記（中級）/基礎簿記
商業簿記/工業簿記/経営分析

でも相談することができます。

山添ゼミ Masahiko Yamazoe

企業経営の分析
〜Excelでグラフを書こう〜

〔主な担当科目〕基礎簿記（初級）
基礎簿記/商業簿記
簿記演習/コンピュータ会計

金子ゼミ Noko Kaneko

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！

〔主な担当科目〕マーケティングの基礎
フードビジネス論/サービス・マーケティング

浜崎ゼミ

Hiroshi Hamasaki

VRで動く
3Dアプリの作成に挑戦

〔主な担当科目〕Excel中・上級
ゲームプログラミング
CGの基礎/データベース中級・応用

10

川島ゼミ Hitoshi Kawashima
運動と健康を科学する！

Ch

〔主な担当科目〕生涯スポーツ
（各種）
、運動と健康

飯塚ゼミ Toru Iizuka

企業の事業展開の成功のポイントを整理します

基礎ゼミと
専門ゼミ

矢野口ゼミ Satoshi Yanokuchi

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

〔主な担当科目〕ITパスポート/Excel初級
プログラミングの基礎/ホームページ作成入門

る 仮のゼミ に所属し、短大生活に必

研 究 活 動︵ ゼ ミ ︶フ ィ ー ル ド

仲間と共に心理学を学び、深めよう！

〔主な担当科目〕心の病と性格/発達心理学
カウンセリング心理学/精神保健/心理学

!

入学してすぐに基礎ゼミと呼ばれ

〔主な担当科目〕現代企業論/法学概論/証券実務

中山ゼミ Ayako Nakayama

eck

要な授業の選び方やレポートの書き
方などを学びます。
６月には卒業まで所属する専門ゼ
ミを選び、本格的なゼミ活動が始まり
ます。ゼミではテーマに合わせた研究

廣瀨ゼミ Yutaka Hirose

「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！
〔主な担当科目〕現代社会と福祉
福祉住環境整備の基礎知識
子ども家庭福祉論

に取り組み、卒業論文の完成を目指し
ます。アウトキャンパス・スタディな
ど、視野を広める体験的な活動企画
もあります。目標に向かって、教員も
学生と一緒に力を合わせて学び、追
究し、楽しみ、励まし合う。互いに信頼
し合う仲間で構成されているのが、松
商短大のゼミです。

伊東ゼミ Naoto Ito

広報紙作成で情報の達人

〔主な担当科目〕図書館サービス概論
図書館概論/図書館実習/図書館制度・経営論

小澤ゼミ Takeshi Ozawa

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!?

〔主な担当科目〕
ブライダル入門/ブライダルビジネス論
ブライダル産業論

中村ゼミ

Junko Nakamura

あなたも国際人になって、
色々な国の人と友達になろう！

〔主な担当科目〕日本語入門
日本語応用
異文化コミュニケーションスキル

11

8

Field

進路支援フィールド

現代社会学、秘書検定対策、キャリア・スタンダード、キャリア・クリアエイト、インターンシップ
キャリア・チャレンジ（時事/人文科学/社会科学/言語/非言語/文章理解/数的推理）、SPI対策
コミュニケーション学、地域社会入門、
ビジネス文書、地域社会活動、就職対策講座

進路支援
就職活動に自信を持って取り組める
授業は「よろしくお願いします！」
と学生たちの気持ち
を一つにしてから始まります。短大に入学してすぐにス
タートした就職活動の準備に最初は戸惑いましたが、先
進路支援フィールド／医療事務フィールド

輩方の興味深いお話しから自分なりのイメージもでき
ました。
大学への編入も視野に入れており、先生には何を質
問しても親身になって対応してもらえて、私が編入後の
就職活動でも困らないようにと色々とアドバイスもいた
だきました。将来の就職活動には対策を立てて自信を
持って取り組めると思います。
三村 慶太さん
松商学園高校出身／商学科２年

9

Field

医療事務フィールド

医療事務講座、医療事務コンピュータ講座、
レセプトチェック、医師事務作業補助講座、
メディカルマナー講座
歯科医療事務講座、調剤薬局事務講座、介護事務講座

医療事務講座
資格取得に向けて頑張ってください！
将来医療機関で働きたいと思い受講しました。医療
保険や受付から会計までの業務の流れ、医療機関での
接遇・マナーについても学びました。覚えることも多く
戸惑うこともありましたが、先生は一人一人にやさしく
丁寧に教えてくれるので、頑張れば必ず資格を取得で
きます。
希望する医療の現場により近い職種である医師事務
の授業も受けられたので、就職活動の強みになりまし
た。

今井 晴日さん
下諏訪向陽高校出身／勤務先：日本赤十字社諏訪赤十字病院
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10

Field

図書館司書フィールド

図書館概論、図書館情報技術論、生涯学習概論、図書館情報資源概論、図書館サービス概論、情報サービス論、情報資源組織論
児童サービス論、図書館基礎特論、図書館実習、図書館制度・経営論、情報資源組織演習
図書館施設論、情報サービス演習、図書・図書館史、図書館サービス特論

図書館概論
図書館の仕事の奥深さがわかります
図書館の制度や歴史、サービスなど総合的に学びま
す。公立の図書館長の経歴を持つ先生は、
ユーモアたっ
ぷり。体験談や実際に訪れたという様々な図書館の写
図書館司書フィールド／ファッションビジネスフィールド

真を使って、
わかりやすく説明してくれます。
貸し出し業務ばかりでなく、調べもののお手伝いをす
るレファレンス業務や裏方の作業を知って
「図書館の仕
事は奥が深い」
と思いました。いつもの図書館の見え方
も変わり、楽しくなってくると思います。

宮澤 希実さん
松商学園高校出身／長野県信用組合

11

Field

ファッションビジネスフィールド

色彩学の基礎、
カラーコーディネート、
ファッションビジネス、ネイルアート、
アロマテラピー

カラーコーディネート
色の知識は様々な場面で役立ちます！
色の基礎知識として、番号を使った表記の仕方や組
み合わせ方（配色）
を学びます。覚えることがたくさんあ
りますが、効果的な色使いで資料作りやコーディネート
ができるようになってくると、楽しくなります。授業で
行った企業のロゴデザイン調査は、個性を表現した配
色が印象的で、
とても興味深いものでした。
色は私たちの生活や行動に大きく関わっています。
使い方を知っていると、
日常の様々な場面で活かすこと
ができます。

藤澤 舞さん
中野西高校出身／勤務先：セイコーエプソン株式会社
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Field

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）、異文化研修、異文化理解、文学
華道入門、茶道入門、華道の基礎、茶道の基礎、囲碁

書道
良いこといっぱい普段の生活に役立つ！
本格的な書道で弟子になったような気持ちで取り組
めました。書く前には漢字のルーツや書の意味合いから
教えてもらうので、気持ちが入りやすくなり集中します。
おしゃべりする人もなく、書き終わって片付けるとスッキ
芸術と文化フィールド／ブライダルフィールド

リした気持ちで次の授業に向かうことができました。先
生は気さくで一人ひとりを見て良いところをほめてくだ
さるので、習ったことのない人でも楽しく向上していけ
ます。

三浦 綾夏さん
塩尻志学館高校出身／勤務先：株式会社マルニシ

13

Field

ブライダルフィールド

ブライダル入門、ブライダル文化論、ブライダル法務論、ブライダル産業論、ブライダルビジネス論、ブライダルコーディネート論

ウェディングプランナーはお客様の人生の節目を彩る
特別な おもてなし をサポートする仕事
人生の節目の大切な おもて
なし に関われることに魅力を感
じ、
ブライダル業界へ就職しまし
た。お客様に寄り添い、挙式当日
は一緒に喜びの涙を流せるよう
なウェディングプランナーにな
ることが目標です。

南山 幸穂さん
松本筑摩高校出身／
勤務先：株式会社アステップ信州
レセプションハウス ザ・ブライトガーデン

14

14

Field

心とこどもフィールド

心理学、絵本の世界、心の病と性格、発達心理学、ベビーシッティング、
カウンセリング心理学
精神保健、子ども家庭福祉論

ベビーシッター講座
将来きっと役に立つ楽しい授業です
こどもの成長過程やそこで注意すべきことを学び、
実技ではミルクをつくったり、人形で沐浴をしたり、手遊
びや手作りおもちゃに親しむ機会もありました。
こども
はかわいいのですが、身近な生活には、
こどもにとって
心とこどもフィールド／ブライダルフィールド

様々な危険が潜んでいます。
これまで親や大人たちが、
多くの危険から私たちを守り育ててくれたことを実感し
ました。優しく穏やかな先生から楽しく教えてもらえま
す。将来きっと役に立つと思います。

原田 京佳 さん
伊那西高校出身／勤務先：アルプス中央信用金庫

松商短大で
おもてなしの心
を知る
高校時代には図書
館司書に憧れていま
した。松商短大に入学
してから接客業を希望
し、マーケティングや
ホ スピ タリティを 学
び、 おもてなしの心 を知りました。
ブライダル業界の
就活は、
ゼミの先生から勧めていただきチャレンジしま
した。ブライダルの授業で必要な知識を得られたのも
良かったと思います。

達成感と幸せを思う喜びの涙を
もうすぐ初めて一人でプランニングをしたお客様の
挙式を迎えます。仕事は想像以上に厳しいこともあり、

の挙式を見て、成功した達成感とお二人の幸せを思う

接し方や時間の効率的な使い方など、
まだまだ課題ば

気持ちから涙を流していましたが、私もそうありたいと

かりですが、工夫して取り組んでいます。先輩がお客様

思っています。
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15

Field

福祉・介護フィールド

ユニバーサルデザイン入門、現代社会と福祉、福祉住環境整備の基礎知識、福祉住環境コーディネート、
手話入門、介護職員初任者研修

ユニバーサルデザイン入門
ＵＤを考えると視野が広がります！
ユニバーサルデザイン
（ＵＤ）
とは、多くの人にとって
使いやすいデザインのことです。先生の授業は丁寧で
わかりやすく、実際にＵＤのものを体験したり、障害者の
方の動きや使う様子を映像で見たりして学びました。最
福祉・介護フィールド／スポーツ・健康フィールド

後にＵＤの商品を自分で企画して発表し、
グループで話
し合いをしたのが印象に残っています。今までになかっ
た新しい視点を持てるようになり、視野が広がりました。

篠原 香菜さん
松本美須々ヶ丘高校出身／勤務先：塩尻市役所
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Field

スポーツ・健康フィールド

生涯スポーツ（屋外種目/フィットネス/レジャースポーツ/バレー/バスケ/スノーボード/テニス/ゴルフ/バド/フットサル）、
食品の安全性と健康、運動と健康

生涯スポーツ
運動を健康から考えたことありますか？
運動・食事・睡眠が健康管理の3本柱。十分な休養や
睡眠を取る重要性や、健康を目的とした運動のやり方
など授業で初めて知り、夜更かしもしなくなりました。
運動時に飲むドリンクの効果などの話は目からウロコ
で、スポーツをする人には、
とても役立つケアの知識だ
と思います。
ラグビーをしているという先生は学生たちと同じ目
線で話をしてくれます。先生自身の経験や研究調査の
データを使った授業は、説得力があってわかりやすい
です。
藤澤 興汰さん
上伊那農業高校出身／勤務先：株式会社国興
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松商短大の3つのポリシー
松商短大では、大切にしている３つのポリシーがあります。①アドミッション・ポリシー（どのような学生に入学
してもらいたいか）②カリキュラム・ポリシー（どのような教育内容を提供するか）③ディプロマ・ポリシー（卒業
時にどのような力を身につけさせるか）の３つです。この３つのポリシーに基づき、松商短大生が「個性豊かな
人材」
「 地域社会に貢献できる人材」
「 職業的に自立した人材」に育つように指導しています。

就 職 に 強 い !!
知 識・ 技 術

松商短大

（ 専 門 性・資 格 ）

地 域 社 会 を 支 え る

社会人基礎力

豊かな職業人
夢 の 実 現

「 コミュニケーション力 」
「 チームで 働く力 」
「 主体 的な 行 動 」
プラス「 メモ力 ※ 」
※「メモ力」とは…社会人のスキルのひとつとして、内容の重要性
や必要性を自分で判断してメモを取ることが必要不可欠となり
ます。
松商短大では、
今からメモを取る力を養成していきます。

松商短大では、基礎・専門・一般教養の知識や技術の修得に加え、

「コミュニケーション力 」
「チームで働く力」
「 主体的な行動」

が身についていることを卒業時の目標として掲げています。

そのために、多彩な学びに対応した「16フィールド」は、2年間という短い期間にもかかわらず、
「 資格取得 」を含めた 即戦力として働ける力を身につけられるカリキュラムを取り入れています。
本学では、

①高校までの教科内容を身につけていること
②立場の違う人とも意見を交わしながら同じ目標に向かって取り組みたい人
③主体的に行動したいという意欲のある人
に少しでも該当する方の入学をお待ちしております。とくに、卒業後は、職業人として地域社会で活躍し、
市民の一員として豊かな生活を送ることができる人材の育成を目指します。
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就職・進路サポート
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。
学生の就職活動をサポートしているのがキャリアセンターです。入学前からキャリア意識を養い、卒業までの支援体制が整っています。
また、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や教員からの個別のアドバイスなど、将来の夢や目標の実現を後押しする強力な

キャリア支援プログラム（2020年度実績であり、変更の可能性があります）
入学前
1

2

月

月

3
月

1年次
4
月

●入学前
集合セミナー
キャリア面談●

5

6

月

月

7 8 9
月

月

基礎ゼミナール
秘書検定
対策講座

ウエルカムフェア●

入学前教育
入学予定者には、短大生活をよ
りスムーズに始めることを目的
とした本学独自の入学前教育
プログラムを実施しています。
このプログラムでは、自分 の
キャリアプランの整理や基礎
学力の向上を図っています。
また、課題に取り組むにあたっ
ての質問や相談にも対応でき
るサポート体制も整っていま
す。

月

10

11

月

月

12

1

月

2

月

3

月

月

SPI対策

ビジネス文書Ⅰ
Check！

4 インターンシップ

就職対策講座Ⅰ

オリジナル
就職支援DVD
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。

保護者就職説明会
就職対策講座Ⅱ

●就活スタート講座
●2年生による
進路決定体験報告会

●自己分析と
企業研究
●企業研究の手法
●適性検査

●SPI対策試験
●適性検査キャリアアプローチ
●2年生による進路決定報告会

●就職活動の手法
●先輩方の事例研究
●地域別企業紹介
●面接対策講座
●エントリーシート
対策講座

Check！

Check！

1

2

自己分析講座①〜④
●一般教養対策試験
●業種・職種研究会
●卒業生による
体験報告会

集団面接講座
●2年生による車座集会
●志望動機の作成手法
●業種・職種研究会
●卒業生による体験報告会

Check！

3

メイクアップ講座
●キャリア面談

Check！

1

『自己分析講座』
を実施！

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』。就職対策講座Ⅰ
・Ⅱの
講座では、ワークを中心にこれまでの
活動をふり返ります。
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『集団面接講座』
を

Check！

2 全員対象に実施！

毎年2月に1年生全員を対象に実施してい
ます。質問に対して的確かつ簡潔な回答が
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。

バックアップ体制もとっています。

2 年次
4

5

月

月

6

7

月

月

8
月

9
月

10 11
月

月

12
月

1

2

月

月

3
月

ビジネス文書Ⅱ
●保護者就職説明会
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」
ことに理解を深めていただくための説明会を、保護者向けに開催しています。

就職対策講座Ⅲ
●就活スタート
実践マナー講座Ⅰ

キャリア・クリエイト

●企業視点の就職活動
●企業情報、就活状況調査

●社会保険講座①
●社会保険講座②
●社会保険講座③
●講演会①

●合同企業説明会対策講座
●企業情報、就活状況調査

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。

●実践マナー講座Ⅱ
●実践マナー講座Ⅲ

●企業情報、就活状況調査
●就職活動の課題
●夏休みの過ごし方

●組織のマナー講座①
●組織のマナー講座②
●組織のマナー講座③
●組織のマナー講座④
●講演会②
●講話①
●投資教育①
●投資教育②
●講話②

●キャリア面談

『メイクアップ講座』
を

Check！

3 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。

実社会で行う職業体験

Check！

4 『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。
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65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。

就職情報

進学者数

12人

就職者数

174人

就職希望者数 176人

就職内定率（2020年度実績）

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

98.9

%

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。

主な就職先（順不同）
■建設業

Ｓ長野㈱、㈱テレビ松本ケーブルビジョン、

㈱アイネット、㈱アスピア、㈱岩野商会、金

ネクストリンクス㈱、
八十二システム開発㈱、

澤工 業 ㈱、セキスイハイム信越 ㈱、㈱マナ

ディーアイシージャパン㈱

テック、㈱村瀬組、㈱ホテルメンテナンス

■製造業

日穀製粉㈱、美勢商事㈱、大明化学工業㈱、
㈱コヤマ、㈱サンコー、太陽工業㈱、ナパッ
ク㈱、大和電機工業㈱、㈱飯沼ゲージ製作
所、エア・ウォーター・マッハ㈱、㈱栄光製作

■金融・保険業

新井信用金庫、アルプス中央信用金庫、飯
田 信 用 金 庫、上 田 信 用 金 庫、諏 訪 信 用 金
庫、㈱ 長野銀行、長野県信用組合、長野県

■運輸業

信用農業協同組合連合 会、長野県労働金

アルピコ交通㈱、諏訪倉庫㈱、千曲バス㈱、

庫、長野信用金庫、㈱八十二銀行、八十二証

日本通運㈱長野支店

券 ㈱、㈱北越銀行、松本信用金庫、㈱みず
ほ銀行、山梨県民信用組合、全国共済農業

■卸・小売業

協同組合連合会、あいおいニッセイ同和損

㈱エフケーケー、
㈱国興、
サントリービバレッ

害保険㈱、朝日生命保険(相)、損害保険ジャ

所、カイシン工業㈱、㈱キッツ、ＫＹＢ−ＹＳ

ジサービス㈱、信濃電材㈱、昭和企業㈱、昭

パン日本興亜㈱、富国生命保険(相)

㈱、㈱ダイシン、㈱東陽、東洋計器㈱、長野

和電機産業㈱、㈱シンケン、炭平コーポレー

オリンパス㈱、マルヤス機械㈱、㈱ライト光

ション㈱、
㈱高見澤、
㈱タック、
㈱長印、
㈱デ

機製作所、山洋電気テクノサービス㈱、新光

ンセン、
トヨタ部品長野共販㈱、
中日本メディ

電気工業㈱、㈱ちくま精機、日本電産サン

カルリンク㈱、長野県連合青果㈱、ブリヂス

キョー㈱、㈱ユウワ、セイコーエプソン㈱、

トンタイヤ長野販売㈱、
㈱マルイチ産商、
㈱丸

日本電熱㈱、上松電子㈱、トピーファスナー

水長野県水、
㈱マルニシ、
㈱アダストリア、
㈱

工業㈱、㈱前田製作所、㈱アーデン

井上、ウエルシア薬局㈱、㈱サマンサタバサ

■電気・ガス・水道業

■不動産・物品賃貸業

㈱諏訪貸家アパートセンター、㈱ミニミニ、
㈱アクティオ、㈱サンポー

■専門・技術サービス業

㈱アステップ信州、豊科総合開発㈱（豊科カ
ントリー倶楽部）、穂高カントリー㈱

■教育・学習支援業

伊那自動車教習所グループ、学校法人松商
学園

■医療・福祉

日本赤十字社諏訪赤十字病院、エフビー介
護サービス㈱、社会福祉法人サン・ビジョ
ン、社会福祉法人平成会、社会福祉法人れ
んげ福祉会、穂高病院

■複合サービス事業

あづみ農業協同組合、上伊那農業協同組
合、グリーン長野農業協同組合、信州諏訪

㈱小林会計事務所、税理士法人のぞみ、㈱

農業協同組合、ながの農業協同組合、日本

ジャパンリミテッド、
㈱スズキ自販長野、
生活

土木管理総合試験所、税理士法人成迫会

郵便㈱、松本ハイランド農業協同組合

協同組合コープながの、
㈱ツルハ、
㈱ツルヤ、

計事務所

上田ガス㈱、岡谷酸素㈱、㈱サイサン、サン

㈱デリシア、
NTPトヨタ信州㈱、
トヨタユー・

リン㈱、中部電力㈱、長野都市ガス㈱、松本

グループ、ナガノコミュニケーションズ販売

ガス㈱

㈱、長野ダイハツ販売㈱、㈱ながの東急百貨

■宿泊・飲食サービス業

㈱ ク ア・ア ンド・ホ テ ル 、㈱ サ ン ティア

店、
長野日野自動車㈱、
㈱バローホールディン

RAKO華乃井ホテル、合資会社親湯温泉、

グス、㈱マツモトキヨシ甲信越販売、松本日

深志神社 梅風閣、東洋観光事業㈱ホテル

キッセイコムテック㈱、
行政システム㈱、
㈱シ

産自動車㈱、
㈱メガネのナガタ、
㈱モリキ、
㈱

ブエナビスタ

ステックス、ダイワボウ情報システム㈱、ＴＩ

大和、
㈱信毎販売センターふれあいネット

■情報通信業

■生活関連サービス・娯楽業

■サービス業（その他）

花村産業㈱、㈱フロンティア・スピリット

■公務

伊那市役所、塩尻市役所、原村役場、山形村
役場、
阿南町役場、
長野県警察

手厚いサポートで自信を持って就活に！
松商短大は幅広い分野を自由に学ぶことができます。特に
やりたいことが決まっていなかったので、できることは何でも
やってみようと医療事務や簿記、パソコン、金融関係など様々
な授業を受けて、たくさんの資格を取りました。それが当初考
えていなかった金融への就職にもつながりました。
始めは何もわからなかったのですが、キャリア・クリエイトの
授業で就職活動の進め方や言葉遣い、
ビジネスマナーなどを
学び、ゼミの先生からは履歴書の添削指導や相談のサポート
を受けて、安心して就職活動に臨むことができました。
松商短大は一斉に活動をスタートするので、友達と声をかけ
本田 智香さん
塩尻志学館高校出身／勤務先：株式会社八十二銀行

20

励まし合いながら進めることができたのも良かったと思います。

就職先の職種別人数
医療事務 2人

就職先の業種別人数
運輸業、郵便業 3人

その他 1人

介護系 2人

医療、福祉 4人

宿泊業、飲食サービス業 1人

情報通信業 5人

SE 3人

教育、学習支援業 1人

建設 5人

営業系 14人

生活関連サービス業、娯楽業 3人

公務 5人
専門・技術
サービス業 6人

総合職 16人

製造系
19人

就職者数
174名

卸売業、
小売業 71人

複合サービス
事業 6人

事務系
68人

就職者数
174名

電気・ガス・
熱供給・水道業 7人
不動産業、
物品賃貸業 7人

販売・接客系
49人

その他の
サービス業 13人
（2021年3月卒業生実績）

金融業、保険業 19人

製造業 18人

（2021年3月卒業生実績）

さらなる学びのステージへ

4年制大学編入サポート

過去５年間の編入実績

松商短大では、さらに学びを深めたい学生のために、4年制大学への編入学を

●松本大学総合経営学部

……… 13人

バックアップしています。入学後のオリエンテーション時に説明会を開催し、随時ゼ

●東京経済大学経営学部

………… 3人

ミナール担当教員や教務課の職員が個別相談に応じています。また、キャリアセン
ターには編入学の募集要項や過去問題などを揃え、自由に閲覧できます。
特に、松本大学の総合経営学部への編入学は実績も豊富で、支援体制も整って
います。
４年制大学
短期大学

専門知識
+
編入学対策

高等学校

浪人

４年制大学
３年次編入
４年制大学

●東京経済大学
コミュニケーション学部
●大阪産業大学経営学部

……… 1人
………… 1人

●日本大学文理学部史学専攻
（通信教育課程） ………………… 1人
●日本大学商学部商業学科
（通信教育課程） ………………… 1人
●義守大学（台湾）言語学部

……… 1人

先輩からのメッセージ
大平 菜美加さん

飯田OIDE長姫高校出身／2017年4月総合経営学部編入
勤務先：諏訪実業高校教諭（商業）

高校の時から簿記が大好きだったのですが、松商短大に入って、教育
に興味を持ちました。編入し、もっと勉強して商業の教員を目指したいと
考え、1年次の11月頃先生に伝えました。
ゼミの先生は出願の手続きから、編入試験の小論文の書き方まで見
てくださいました。
また教務課の方々にも多くのサポートを頂きました。
総合経営学部では、地域を舞台にした学びができると思います。学ん
だ知識がどのように使えるのか実践的に勉強してみたいです。将来、社
会人になって課題に向き合う時、地域で学んだことは、解決のためのヒ
ントになるのではないかと考えています。
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学 生の 一日
09:00

ゼ ミ 活 動 を 頑 張 って 自 分 の 引 き 出 し を 増 や し た い ︒

一人暮らし

勉強やサークル、ボランティアにバイト。松商短大生は、忙しい中にも資格取得などの目標を持って、
やりがいのある充実した日々を過ごしています。松商短大生の一日をご紹介します。

電車通学

登

校

家を出るのは8時30分ぐらい。電
車に乗って10分で「北新・松本大
学前」
に到着。目の前に大学がある
から便利です。

09:40

授

術は
パソコン技
礎
社会人の基
スキルだ！

業

今日の１限目はExcel。パソコン初
心者の私でもゆっくりしたペース
でわかりやすいです。
しっかり身に
つけなくては！

12:50

昼

食

当、
今日のお弁
たよ。
うまくいっ

お昼は一人暮らしで食材を余らせ
ないよう手作り弁当が多いです。

水 曜 日はバレーボ ー ル の サ ーク
ル。他の日はアルバイトで、休みが
あったら遊ぶ。放課後は充実してい
ます！

下平さんの時間割（1年後期）
曜

22

月

火

水

木

1時限 09：40〜11：10

日

Eｘｃel初級

ー

Eｘｃel初級

ー

金
ー

2時限 11：20〜12：50

サービス・マーケティングⅡ

ー

専門ゼミナールⅢ

ー

キャリア・クリエイトⅡ

3時限 13：30〜15：00

法学概論

法学概論

心の病と性格

心の病と性格

食品の安全性と健康

4時限 15：10〜16：40

生涯スポーツ

商業簿記Ⅰ

生涯スポーツ

商業簿記Ⅰ

食品の安全性と健康

の一日

放課後

さん

16:40

金子ゼミ

なるほど〜。
いつも興味深
い
お話しです。

下平 佳那 さん

経営情報学科２年

ど心理学は、すごく面白いです。

下平

午後は「心の病と性格」の授業か
ら。性格や血液型によるタイプな

マーケティングのゼミ活 動に力 を 入れています ︒就 職 活

業

動で自 信 を 持って活 動のこ と を 話 したいと 思っていま す ︒

授

飯田 風 越 高 校 出 身

13:30

将来は自分が納得し︑尊敬できる人がいる企業で働きたい

と思います︒

友達と一緒にコモンルームか教室
で。

ずっと友達とおしゃべりしている
ので気がつくと学校です。2限目
からの日は、朝はゆっくりできま
す。

業

２限目はマーケティング
のゼミ。商品を考えたり、

レゼンは
今日のプ
ーツ
インスイ
タ
ン
レ
バ
。
について

グ ル ー プ 活 動をするな
ど、深く知るほど楽しい
授業です。

昼

12:50

の一日

授

11:20

さん

自宅から約2時間で学校へ到着。

飯島

校

高校ではパソコンや簿記に触れる機会が少なく︑入学当初はわからな

登

11:00

が大きく成長できたことを実感しています︒

電車通学

いこ と ばかりでした が ︑丁 寧 な 授 業のおか げで検 定にも 合 格 ︒今 ︑自 分

宅

簿 記 の 授 業 に は ︑全 力 で 取 り 組 ん で い ま す ！

自

食

学内の売店でお昼ご飯を買って友
達とランチ。学内の食堂を利用す
ることもあります。

授

13:30

聞けば
すぐに教えて
もらえる。

業

初めての工業簿記でしたが、先生
がわかりやすく丁寧に教えてくだ
長野南高校出身

さるので安心して勉強できました。

事務職系を
す。
目指していま

金子ゼミ

放課後
オンラインでの「企業・業界研究勉強会」
に参加。

飯島 若菜 さん

商学科２年

16:40

自分なりの就職活動をするために、まずは、業界
研究から取り組みます。
飯島さんの時間割（1年後期）
月

火

水

木

1時限 09：40〜11：10

曜

日

ー

医師事務作業補助講座

ー

ー

金
ー

2時限 11：20〜12：50

ー

医師事務作業補助講座

専門ゼミナールⅢ

ー

キャリア・クリエイトⅡ

3時限 13：30〜15：00

ー

サービス・マーケティングⅡ

心の病と性格

心の病と性格

医師事務作業補助講座

4時限 15：10〜16：40

工業簿記Ⅱ

商業簿記Ⅰ

工業簿記Ⅱ

商業簿記Ⅰ

医師事務作業補助講座
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キャンパ スマップ・施 設 紹 介
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！

野球場

駐輪場

６号館

弓道場
第１体育館

部室棟

５号館

南ゲート
図書館

４号館
７号館
来客者駐車場

３号館

テニスコート

9号館

ラウンジ

駐輪場

２号館

8号館

北ゲート

１号館

CAMPUS GU
来客者駐車場
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C AMPUS GU

総合グラウンド
第２学生駐車場

正面ゲート

第１学生駐車場
機械棟

図書館

約11万冊の蔵書を誇る図書館。パソコンを使
用して、蔵書の検索や電子ジャーナル、データ
ベースの利用が可能です。視聴覚コーナーや、
個人・グループ学習用の専用スペースも設置。

多目的グラウンド

駐輪場
第1体育館

フォレストホール

スポーツでの使用はもちろん、入学式や学位
授与式などの式典にも使用。
アリーナ2階には
トレーニング室と観客室も備えています。

生協ショップ（フォレストホール1階） 121教室（1号館2階）

文具、書籍をはじめ、
パソコン関連機器、
日用雑
貨など取扱品目も充実。自動車教習所の受付
（特別割引）
なども行っています。

IDE
I DE

250人収容の大講義室。窓からは四季折々さ
まざまな風景を楽しむことができ、開放感のあ
る空間で学修することができます。

コンピューター実習室（2・3号館） 223教室（2号館2階）
実習室は、学内に全部で7教室、学生用のパソ
コンが約300台設置されています。
パソコンは
自由に利用できます。

授業だけでなく、勉強スペース、憩いの場とし
ても活用できます。
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年間スケジュール
8月

4

月

5月

●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

●夏季休暇 ●松本ぼんぼん
●オーストラリア短期語学研修
●ゼミ合宿
●湘北短大交流事業

11月
12 月
2月

●松本子どもまつり

6月
7月

松本子どもまつり

●学友会常任四役選挙
●留学生スピーチコンテスト
●やきいも大会
●学友会役員引き継ぎ会
●クリスマスパーティー
●冬季休暇
●後期試験
●スノーボード教室
●ゼミ合宿

●学生大会

●春季休暇

松本ぼんぼん

9月
10月

●秋季体育大会

●学友会合同引き継ぎ会・
局会議

オーストラリア
短期語学研修

●正副ゼミ長リーダー研修会
●大学祭
「梓乃森祭」
●ハロウィンパーティー

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

3月
梓乃森祭

スノーボード教室

●学位授与式
●卒業パーティー
●学友会誌「学友」発行

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実際と異なる場合があります。

部活動&サークル活動
運動系

文化系

●硬式野球部
（ 強化部 ）

●女子サッカー部

●山岳部

●女子ソフトボール部
（ 強化部 ）

●フットサル部

●自転車部

●男子サッカー部
（ 強化部 ）

●短大部フットサル部

●水泳部

●陸上競技部（ 重点部）

●ダンス部

●弓道部

●軟式野球部

●ソフトテニス部

●剣道部

●スキー部

●硬式テニス部

●卓球部

●テコンドー部

●バドミントン部

●ラート競技部

●男子バスケットボール部

●軽音部
●茶道部
●写真部

●MIC総合美術部
●国際交流クラブ
●放送部

●ファッションサークル
●アンサンブルsolae

●女子バスケットボール部
●短大部男女バスケットボール部

同好会

●男子バレーボール部
●女子バレーボール部

●鉄道研究同好会

●短大部女子バレーボール部

●囲碁・将棋同好会

●男子ハンドボール部

●図書館サークル

●女子ハンドボール部

●デジタルゲーム同好会
短大部フットサル部
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●吹奏楽部

ラート競技部

など11団体が活動しています

課外活動

地域づくり考房『ゆめ』

全学生を対象に、地域連携活動の
支援を行っています。学生たちが地
域を単に活動のフィールドとしてと
らえるのではなく、活動を通じて地
域の課題を把握し、その地域の将
来を展望することのできる力を身
につけられるよう、支援活動をして
いきます。地域と連携しながら活動
することで、地域貢献を図りつつ、
社会人としての基礎力を身につけ
ます。

地域づくり考房『ゆめ 』
キャラクター こう坊

通学
キャンパスがあるのは、長野県のほぼ中央に位置する
松本市の松本駅から電車で約12分、北新・松本大学前
駅から徒歩2分の場所。
１限目の講義は９時40分スター
トにしているので、遠方から通学することもできます。

通学にかかる費用の目安（2021年4月）

ー

上 田 篠ノ井
上諏訪 塩尻
伊那市 辰野

北新・松本大学前

長 野

到着駅

ー

JR松本

松 本

経由駅

経由駅

出発駅

路線

定期代
1ヵ月

3ヵ月

7,800円

22,250円

22,950円

65,440円

33,880円

96,580円

16,740円

47,770円

20,810円

59,330円

所要時間（電車）
長野市

約1時間30分

上田市

約1時間30分

大町市

約1時間10分

諏訪市

約50分

伊那市

約1時間30分

木曽福島

約1時間20分

飯田市

約3時間

甲府市

約2時間

飯山駅発
7:30
信州中野駅発
6:47
長野駅発7:48

須坂駅発7:07
篠ノ井駅発8:03

信濃大町駅発
7:46

北新・松本大学前駅着

9 : 35

上田駅発
7:10
松本駅発
9:23

塩尻駅

松本大学まで徒歩2分
木曽福島駅発 7:44
南木曽駅発
7:02

岡谷駅

上諏訪駅発 8:33

伊那市駅発
7:42
駒ヶ根駅発
7:20

小淵沢駅発 8:04
甲府駅発
7:24

飯田駅発
6:01
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入学者納入金
松商短期大学部（ 両学科共通 ）
学費
費用/納期

諸会費
1 年次
入学手続時

2 年次

後期（9 月） 前期（4 月） 後期（9 月）

入学金

250,000 円

授業料

370,000円

370,000 円

370,000円

370,000円

施設費

120,000円

120,000円

120,000円

120,000円

計

740,000円

490,000円

490,000円

490,000円

費用/納期

1 年次
入学手続時

2 年次

後期（9 月） 前期（4 月） 後期（9 月）

後援会費

20,000 円

20,000 円

学友会費

15,000 円

15,000円

同窓会入会金

10,000円

同窓会終身会費

30,000円

生協出資金

15,000円

計

60,000円

0円

35,000円

30,000円

・授業料には教科書代も含まれます。
・2年次授業料には別途卒業アルバム代（6,000円予定）が必要になります。
・入学手続時に1年次前期分を納めていただいています。入学後は、表の1年次後期分から納入してください。
・なお、一旦納入された学費は原則として返金しませんので、予めご了承をお願いします。生協の出資金は卒業時に全額返還します。

学費免除制度

２年間で最大 148 万円免除（１年間の授業料 74 万円）
免除❶

学校推薦型選抜（特待生）

授業料を全額または半額免除します。
進学意欲があり、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。

免除❷

学力特待生資格

入学者選抜で優秀な成績を収めた方の授業料を全額または半額免除します。
〈対象者〉●一般選抜A・大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）
において、特に優秀な成績を収めた方。
●学校推薦型選抜・総合型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期 ）
に合格した方の場合は、特待生資格試験（一般選抜Aの筆記試験）
に
おいて成績上位の方。

入学金免除制度
免除❶

有資格者入学金優遇制度

以下の該当する資格を1つ有するごとに入学金から50,000円を免除します。
（最大250,000円）
・日商簿記検定試験2級以上
・日本漢字能力検定2級以上
・実用数学検定試験2級以上
・情報処理技術者試験（ITパスポート試験以上）
・実用英語技能検定2級以上（TOEIC、GTEC、GTECforSTUDENTSについてはWEB募集要項をご確認ください。）
※出願時に取得済みの方は入学手続時に免除します。合格後から入学までに取得された方は3月31日までに申請してください。

免除❷

家族割引制度

父母兄弟姉妹が、松本大学、松本大学大学院あるいは松商短期大学部の在学生か卒業生の場合に入学金を半
額免除します。
免除❸

沖縄県及び離島学校出身者優遇制度

沖縄県及び離島（※）にある学校出身者については、入学金が全額免除されます。

（最終学歴の学校所在地（通信制課程を除く）
が沖縄県及び離島にあり、出願時に当該校に通学している場合に限ります。）
※この制度における離島とは、北海道・本州・四国・九州・沖縄県以外の島を指します。
＊❶・❷は併用が可能です。 ＊❶・❷・❸の申請書は、WEBの学生募集要項からダウンロードが可能です。
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Ch

eck

!

2021

松 商 短 大の魅 力を直 接 体験できる
プログラムをご 用 意しておまちしています。

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、

オープン
キャンパ
スに
参加して
みよう！

OPEN CAMPUS
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Matsu.navi（マツナビ）が誕生しました。短大・大学のマツナビスタッフがオー

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。

初めて参加したオープンキャンパス
で、緊張していた私に「何か探してい
る？」
と声をかけてくれたのが、マツナ
ビのスタッフでした。高校生や保護者
の方々に寄り添うように関われるの
は、
とても良い経験です。また大学生
も共に活動するので、キャンパスの人

日程はホームページでご確認ください▶

入試情報
入試情報は
WEB学生募集要項を
必ずご確認ください。
松本大学・松商短大入試情報
www.matsumoto-u.ac.jp/admissions
※冊子の募集要項
（願書）
はありません。

間関係の幅も広がります。

長野商業高校出身
勤務先：株式会社八十二銀行

宮下 伊織 さん

WEB出願

全入学者選抜において
「WEB出願」を実施します。

願書取り寄せ不要
入力簡単！
受験料支払いが
24時間可能

Information
〔松本大学公式 Instagram〕

〔松本大学公式 Twitter〕

〔松本大学公式アカウント〕

LINE@松本大学

入試情報やイベント情報を配信
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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
TEL
FAX

0120 - 507 - 200

代表 0263 - 48 - 7200
0263 - 48 - 7290

www.matsumoto-u.ac.jp

M

