
長期履修学生募集要項
上田女子短期大学総合文化学科

　長期履修学生とは、通常の修業年限を超えて在学し、短期大学の卒業資格（短期大
学士の学位）を取得することができる正規の学生です。あらかじめ自分の在学年数（3
年以上最長６年）を定めておき、職業や家事などに従事しながら、自分のライフスタイル
にあわせて、柔軟に履修計画を組むことができます。もちろん、短期大学士の学位や、取
得できる免許・資格も、通常の学生とまったく変わりありません。
　都合できる時間を有意義に使って学び、可能性＝将来の進路を広げてみませんか。

◇募集学科 総合文化学科
◇募集人員 若干名
◇出願資格 （1）　高等学校を卒業した者、または2020年3月卒業見込みの者。
 （2）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または2020年3月修了見込
  みの者。
 （3）　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者、または2020年3月修了見込みの者。
 （4）　文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格し

た者。
◇入学試験 （1）　試験日 2019年12月14日㈯
 （2）　試験科目 書類審査・面接（15分程度）
 （3）　試験会場 本学
 （4）　合格発表 2019年12月19日㈭
◇出願書類 （1）　入学志願票 本学所定の用紙に必要事項をもれなく記入してください。
 （2）　調査書 ・高等学校長が作成したものを厳封して提出してください。
  ・大学入学資格検定合格者は文部科学省発行の「合格成績証明

　書」を提出してください。
 （3）　自己紹介書（本学所定の様式）
 （4）　受験票・写真票

写真貼付欄に最近3カ月以内に撮影した写真（縦4cm×横3cm）
をのり付けしてください。

 （5）　入学検定料 30,000円
・本学所定の振込用紙に必要事項を記入の上、入学検定料を添
　えて銀行窓口に提出してください。

  ・銀行で納入証明を受けた入学検定料納入票を出願書類と共に
　本学に提出してください。

 （6）　健康診断書 本学所定の用紙を使用してください。
  ただし、2020年3月卒業見込みの者は不要です。
 （7）　受験票送付用封筒
  本学所定の封筒に入学志願者の住所・氏名・郵便番号を明記して、

規定料金（定形郵便物25ｇ以内＋速達25ｇまで）の切手を貼って
提出してください。

 （8）　試験結果通知書送付用封筒
  本学所定の封筒に入学志願者の住所・氏名・郵便番号を明記して、

規定料金（定形外郵便物250ｇ以内＋速達250ｇまで）の切手を
貼って提出してください。

2020年度



　本学総合文化学科の特色は、ビジネス実務科目をはじめとする今日の文化を学ぶ多種多様な授業科目を設
置していることです。それら魅力あふれる科目が各フィールド（日本語コミュニケーション、日本文学、表現、
文化学、ブライダル、心理・人間関係、図書館司書、学校図書館、情報メディア、ビジネス・医療事務）に展開さ
れ、科目間の関連も容易に理解できるようになっています。
　さらに、講義系科目と演習・実習などの体験科目との連携をはかる一方、インターンシップ、ボランティア、
海外研修などの実践的学習も充実しています。
　また、従来の図書館司書資格、学校図書館司書教諭資格、中学校教諭二種免許状（国語）に加えて、AFT
色彩検定、ブライダルコーディネート技能検定3級、アソシエイトブライダルコーディネーター検定、MOS（マ
イクロソフトオフィススペシャリスト）、さらに介護職員初任者研修、メディカルクラーク（医療事務）、ピアヘ
ルパーなど、将来のビジネスシーンで役立つ資格取得のための学習も授業科目の中にプログラムされ、無理
なくチャレンジできる体制が整っています。なりたい私、夢の実現に向けて、有意義に学びましょう。

総合文化学科のカリキュラム構成

上記の中から必修・選択科目を含めて卒業に必要な合計62単位を履修します。

日本語学や日本語教育に関する科目
が置かれています。日本語の特質や
歴史に関する諸問題を追求するとと
もに、日本語の豊かさや表現の特徴
を学ぶことで、日本語表現力の向上
を目指します。

日本語コミュニケーションフィールド
小説・児童文学・朗読・演劇・書・イラ
ストレーション・アニメーションな
ど、自らが表現したい分野を追求し
ていきます。文化研究・作品鑑賞で培
われた感性をもとに、実作・制作に
チャレンジし、表現技術を磨きます。

表現フィールド
古典から近代文学、児童文学まで、
日本語で表現された文学作品をあら
ゆる角度から幅広く研究します。文
学表現を理解することで、自分自身
を見つめます。

日本文学フィールド

地域や日本の文化のありようを、ア
ジア・欧米の文化と比べながら学ぶ
ことができる科目が置かれています。
また、身近な生活文化を見つめ、茶
道についても学べます。

文化学フィールド
ブライダル総論から挙式のプランニ
ングに至るまで、ブライダルビジネ
スの現状や課題について学びます。
イベントプロデュースの力を養うと
ともにプランナーやコーディネー
ターとしての資質も磨きます。

ブライダルフィールド
心理学・コミュニケーション論など、人間の
内面を理解したり、人間関係を円滑にしたり
するための科目が置かれています。ピアヘル
パー（日本教育カウンセラー協会認定資格）の
受験資格を得るためには、このフィールド内
の指定科目を履修・修得することが必要です。

心理・人間関係フィールド

マーケティング・ファッション・コスメティッ
ク・簿記・秘書など、ビジネスの基本となる
諸分野の学びと、医療事務にかかわる科目が
配置されています。さらに、インターンシッ
プ（就業体験）もあり、社会人としての自らの
将来像をさぐるフィールドです。

ビジネス・医療事務フィールド

10Field将来の進路を広げる 自分の興味に沿って自由にセレクト

短大生に必要な人間力を身につける
ため、上田女子短期大学独自の７群
にわたる教養科目等が配置されてい
ます。

共通教育科目

中学校教諭二種免許状（国語）を取得するための科目が、配
置されています。

教 　 職 　 課 　 程

図書館司書資格を取得するための科
目を配置しています。図書館司書にな
るための学習をとおして、高度情報化
社会に即応できる知識やスキルを修得
します。

図書館司書フィールド
司書課程とともに、教職課程を学び、
学校図書館司書教諭を目指すための
科目が置かれています。

学校図書館フィールド
コンピュータ・リテラシーの向上をは
かりつつ、現代社会のメディアのあり
方について学んでいきます。「MOS（マ
イクロ・オフィス・スペシャリスト）」の
資格習得にも力を入れています。

情報メディアフィールド

取得可能な免許・資格 ◆図書館司書　◆学校図書館司書教諭　◆中学校教諭二種免許状（国語）
◆介護職員初任者研修　◆ブライダルコーディネート技能検定3級
◆アソシエイトブライダルコーディネーター検定　
◆AFT色彩検定／パーソナルカラリスト検定　◆MOSマイクロソフト認定資格　
◆秘書検定　◆簿記検定　◆メディカルクラーク（医療事務）　◆ピアヘルパー　など



履修モデル

入学金

＊長期履修学生が履修できる1年間あたりの単位（Ａ）数は、原則として24単位
を限度とします。
　ただし、免許、資格取得のために履修する単位（Ｂ）については上記の限りで
はありません。

（ex）1日に講義2コマ（90分×2）ずつ1週間に4日間履修すると、週8コマ、半
年で16単位、1年で32単位になります。

 これを、 Ａ･･･24単位　Ｂ･･･8単位　とすると
 3年間で Ａ･･･72単位　Ｂ･･･24単位　となる。
 これは、 Ａで卒業に必要な単位数62単位を充足するばかりでなく、こ

の中で介護職員初任者研修、アソシエイトブライダルコーディ
ネーター、図書館司書、メディカルクラーク（医療事務）、ピア
ヘルパー、MOSなどの資格取得のための勉強ができます。

  Ｂは、中学校教諭二種免許状（国語）を取得するのに十分な単
位数です。

  6年間履修の場合は、上記の1/2、つまり1日２コマ（90分×2）ずつ
　　　１週間に2日間で同様のことができることになります。
 1週間のうち何日通学できるか、1日に何コマ受講できるかによって、さ

まざまに履修計画を立てることができ、あなたの人生設計に合わせた学
習が可能です。

長期履修学生は入学金を3年に分けて納めることができます。
分納の期間と金額は次表のとおりです。

長期履修学生は学生納付金を登録在学期間に応じて分納することができます。
分納の期間と金額は次表のとおりです。

 1年 2年 3年 計
 前期 後期 前期 後期 前期 後期
 50,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 250,000

 登録在学期間 1年 2年 3年
  前期 後期 前期 後期 前期 後期
 3年 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000
 4年 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
 5年 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000
 6年 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

 登録在学期間 4年 5年 6年 計
  前期 後期 前期 後期 前期 後期
 3年 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
 4年 240,000 240,000 ̶ ̶ ̶ ̶
 5年 192,000 192,000 192,000 192,000 ̶ ̶
 6年 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

1,920,000
内訳：
授業料 1,320,000
施設設備 600,000

（単位／円）

（単位／円）

授 業 料
施設設備費

※事情によっては前期と後期をそれぞれ2回に分け、年間計4期に分納することができます。



◇出願 （1）出願期間 2019年11月26日㈫～12月9日㈪
 （2）出願方法
 　　①郵送による出願 本学所定の封筒を用いて、「書留速達郵便」により郵送して

ください。
 　　②持参による出願 本学所定の封筒に出願書類を入れ、本学窓口まで持参して

提出してください。
   ※受付時間
   　平日（月曜～金曜）、土曜日 9:00～16:00
   　日曜・祝日・年末年始休業中は受付業務を行いません。
 （3）出願に際しての注意
 　　①出願書類等に不備がある場合は受理しません。
 　　②提出された書類等は返却しません。
◇入学手続 2020年1月10日㈮まで
 （1）学生納付金
 　　①入学金　250,000円（A）（3年に分けての分納（B）が可能です）
 　　　　　　例えば1年前期50,000円、1年後期～3年後期計5期　各40,000円
 　　②授業料・施設設備費　卒業までの合計1,920,000円
 　　※②は、修学年数×2（前期・後期）の回数で分納します(C)。
 　　　　　　例えば4年履修の場合、1回（各期） 240,000円
 　　　　　　　　　6年履修の場合、1回（各期） 160,000円
 　　　　　　事情によっては、上記金額をさらに2回に分けての分納も可能です(D)。
 　　※入学時に必要な納入金額（入学金+授業料）は
 　　　　A・Cの場合、 4年履修で合計490,000円
   6年履修で合計410,000円となり
 　　　　B・Dの場合、 4年履修で合計170,000円
   6年履修で合計130,000円となります。
 （2）その他の手続書類については合格通知書類の中に記載します。

上田女子短期大学
〒386-1214　長野県上田市下之郷乙620
TEL(0268)38-2352（代表）
FAX(0268)38-7315
入試事務室　0120-375901
E-mail　adoffice@uedawjc.ac.jp
URL　http://www.uedawjc.ac.jp

※お問い合わせ先


