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Ｄepartment of home and health sciences

2023年に鎌倉女子大学は創立80周年を迎えます

健康で快適な生活を創り出す
「くらし」のリーダーに

家政保健学科

多様な社会に適応する柔軟な人になろう！
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学生時代
アパレル業界に憧れて入学
教員免許取得のみ、のつもりで履修を始める
クラスメイトとの会話から
「人の成長に係る仕事がしたい」と思うようになる

夜間高校での教育ボランティア
鎌倉市との地域連携事業に参加

中学校家庭科教員として
生徒が新たな発見をする瞬間に立ち会える
生徒の成長を見守りながら自らも学ぶ
結婚して仕事と家庭のバランスを考えるようになった
生徒との会話を通して、多種多様な家庭に気付く手助けをしたい

学生時代そして今、いろいろな形 Future stories
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学生時代
教職を目指して入学
教員は向いていないと思い、将来の目標をリセット
調理、生活経済、住居デザインなど幅広く履修
ゼミの先生にインターンシップを勧められて今の会社を知る
チームで課題解決
仕事の面白さ、社内の雰囲気に魅力を感じる

不動産会社総合職として
マンション管理部署に所属
管理業務主任者（国家資格）を取得
（大学で学んだ住居や会計の基礎が役立つ）

学生時代そして今、いろいろな形
Future stories
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多様な選択肢が魅力

大学時代 ⇒ そして今

入学時の夢を現実に

 企画が好き、コラボ商品の開発⇒生活雑貨販売のチーフ
 家庭科教員に憧れ、教育ボランティア⇒家庭科教員
 養護教諭に憧れ、仲間と切磋琢磨⇒養護教諭

大学生活で新たな自分の可能性を発見

 教員希望、大学教員の生き方から刺激⇒ファッションメーカーで責任者
 教員希望、インターンシップで方向転換⇒ショールームでアドバイザー

 食品を学びたい、幅広い授業から興味⇒金融関係

自分の長所を将来に繋げる

資質

興味

体験
進路
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１．知識・理解
幅広い知識と豊かな教養
人間生活に関わる家政学、保健学を体系的に理解

２．汎用的技能
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝスキル、数量的スキル、情報リテラシー、
外国語運用能力、論理的思考、課題解決力

３．態度・志向性
自己管理力、ﾁｰﾑﾜｰｸ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ、道理の感覚、
社会的責任、審美的なものに自己を差し向けること、
生涯学習力、健康推進

大学で育む力「学士力」 （ディプロマポリシー）
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４．総合的な学修経験と創造的思考力

・身近な課題（家庭、地域、企業活動）を生活者の視点
で追及する力

・時代に合ったライフスタイルや、健康で快適な生活を、
自ら創造、提案する力

・生活関連企業、中高教員（家庭、保健）、養護教諭とし
て活躍出来る資質・能力

学位：学士（家政学）
教員企業
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履修モデルをもとに自分の時間割を作る

学びの方法

専門教育科目（プロフェッショナルスタディース）

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ

家政学

保健学

生活経営学

家族関係学

家政保健学

総合研究

キーワード

免許資格プログラム

（課程履修で取得）

企業学習プログラム

総合教育科目（リベラルアーツスタディーズ）8分野

「建学の精神」、「精神と文化」「社会と産業」「生命と自然」「生活と技術」
「健康とスポーツ」「情報科学」「外国語」

履修モデルをもとに自分の時間割を作る⇒多様な選択肢

生活環境

デザイン

生活経

営情報

教育健

康福祉

（カリキュラムポリシー）
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生活環境デザイン

ファッション

食と文化

住居デザイン

生活経営情報

ライフプラン

消費生活

企業情報

教育健康福祉

学校教育

健康・保健

家族・福祉

作ることが好き

賢い生活者に健全な生活とは

履修モデル

進路、目標に合わせ、キーワードとカリキュラムチャート
をもとに履修計画を進める
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座学と実習の組みあわせで実践力

調理実習基礎 養護活動実習

被服製作基礎実習

1年次 2年次 3年次 4年次
学外実習／インターンシップ講義、演習、実習

基礎教育科目
専門教育科目

ゼミナール

住居設計
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4年間のスケジュール

入学前 １年次 2年次 3年次 4年次

自己分析
基盤形成

専門基礎 応用力 完成度を高める

目標設定

健康管理
生活習慣
基礎学力

サポート体制；クラスアドバイザー、教務担当、教科担当教員、各事務職員

ゼミナール

衣食住関連、IT、金融、
運輸、化粧品、ブライダル
教育、福祉、公務員 など

資質

興味

体験
進路
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Plan（計画）

履修、資格取得、課外活動などDo（実行）

Check（点検）

Action（改善）

到達目標

自己分析（適性、資質など）、評価（成績など）

改善、変更など

大学生活

履修

イン

ターン

シップ

免許・

資格

ボラン

ティア

サーク

ル

アル

バイト

最終の進路の決定まで

大学生活を積極的に楽しむ

生活リズム

大学生活のPDCA
資質

興味

体験
進路
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学年別 履修指針

必修科目
・建学の精神
・建学の精神実践講座①
・スタートアップセミナー
・家政学
・保健学
・家族関係学
・生活経営学（家庭経済学を含む）

サポート体制；クラスアドバイザー、教科担当教員、関係センター

1年次
コントロール能力を高める
・大学生活に慣れる
・視野を広げる（豊かな教養）
・基礎学力の向上
・適性を見極める

１年次 2年次 3年次 4年次

資質

興味

体験
進路

選択科目
総合科目＆専門科目から幅広く受講
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社会参加・教育ボランティア・地域活動など

ライフプランを考える
スキルアップ
情報を集める
進路、目標を定める

１年次 2年次 3年次 4年次

目標に合わせて履修（各自の時間割）

課程履修登録

中・高等学校教諭（家庭、保健）、養護教諭

企業学習プログラム登録

教職インターンシップ①、サービスラーニング①
就職センターの講座等を利用し各種資格に挑戦

サポート体制；クラスアドバイザー、教科担当教員、関係センター



 神奈川産学チャレンジプログラムへの参加
最優秀賞、優秀賞 過去８回受賞
（神奈川経済同友会主催）

 企業、地域 その他 との連携
洋光台街づくりプロジェクト らぶ♡まち洋光台「街を楽しくする企画」
大船軒と連携したコラボレーション商品の共同開発
ｈokkoriプロジェクト「オリジナル エコバック」
幼児・児童への衛生的手洗い普及活動（鎌倉食品衛生協会と連携） など

ゼミナール・卒業研究 社会性と実践力を養う

卒業研究（製作の部）

見る、聞く、話す、書く、考える、伝える力

産学連携、地域連携活動 ⇒ 企画力、社会性
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１年次 2年次 3年次 4年次
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大学のサポート体制
就職センター、教職センター、情報教育推進室 など

キャリア支援

1年生から科目担当、クラスアドバイザーと相談し
各センター等を活用しよう！！

就職ガイダンス、教員採用試験説明会、インターンシップ説明
会、各種就活セミナー・業界研究、就職マナー研修、面接の仕
方、
リクルートヘア＆メーク・スーツ、学内企業合同説明会、
簿記、秘書検定、マイクロソフトスペシャリスト（MOS)他
資格取得サポート講座
教採対策講座、企業・教員内定者報告会 など
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免許・資格取得
組み合わせに注意

課程履修で取得するもの
中学校教諭１種免許状（家庭・保健）
高等学校教諭1種免許状（家庭・保健）
養護教諭1種免許状
インテリアプランナー登録資格
フードスペシャリスト
※司書教諭は中学校家庭科希望者のみ、教育学科で課程履修

学科でサポートできるもの
ファイナンシャル・プランナー3級、カラーコーディネーター、
住福祉環境コーディネーター、インテリアコーディネーター、
食生活アドバイザー、家庭料理技能検定、
繊維製品品質管理士、ファッションビジネス検定、 など

1年生から興味のあるものは、関係する科目担当の
先生に聞いてみましょう！！



就職の状況

企業（衣食住 他）・公務員
JR東日本ステーションサービス
清水総合開発
LIXIL Advanced Showroom
青山商事
ロック・フィールド
叙々苑
さがみ農業協同組合
沼津信用金庫
医療法人IMSグループ
日本赤十字社 長岡赤十字病院
CTCシステムマネジメント
富士古河E＆C
医療情報システム
トヨタモビリティー東京
第一生命保険
鎌倉市役所（行政事務職） 他

就職率9６.７％（202１年度 ）

教員（家庭科・養護）の過去実績
神奈川県、東京都、静岡県、千葉県、
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、長野県、山梨県、福井県、
富山県、山形県、福島県、岩手県、
青森県、北海道、愛知県、大阪府、
滋賀県、三重県、広島県、山口県、
高知県、宮崎県、沖縄県、横浜市、
川崎市、相模原市、静岡市、
私立中・高等学校、海外日本人学校
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家庭科教諭

10%

養護教諭

17%

事務総合職

17%

事務一般職

16%

営業職・販売職

22%

サービス職

8%

情報処理・通信

技術者

4%

その他

6%



進路・就活サポート

１年次 2年次 3年次 4年次

各自で積極的に取り組む
部やサークル活動
進路を考えたアルバイト
TOEIC・各種資格取得
インターンシップ参加 など
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住宅産業（設計事務・デザイン・不動産）
食品産業（商品企画・クッキングスクール助手）
ファッション産業（スタイリスト・販売企画）
IT、金融、航空、運輸、化粧品、教育、福祉、公務員、など

企業等を目指す

就職
活動



１年 2年 3年 4年

中学校・高等学校教諭
（家庭・保健）

養護教諭（小～高）

養護実習
臨床看護実習

介護等体験
（中のみ）

教員を目指す

教員養成課程登録
教員採用試験 （各都道府県）

1次7月 2次 8，9月
教養科目（国、数、英、理、社 他）
専門、教職科目
面接、集団討論、模擬授業、小論文、実
技等
臨時採用登録、私立学校

教職センター
教員対策講座
教員採用試験説明会
教職等インターンシップ
教職ボランティア など

教職実践演習
（中・高、養護教諭）

教育実習
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サポートの充実
教職センターの対策講座、学生の自主勉強会、卒業生のアドバイス
教育ボランティア、教職等インターンシップ
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養護教諭

演習・実習の充実 学内実習室で実践的演習

総合病院、子ども専門病院、児童養護施設等
での実習・見学研修
実績 全国の公立・私立、海外日本人学校

中学校・高等学校の家庭科教諭

生活に関わる総合的な知識と技能
（衣・食・住・健康・消費経済・家族・環境など）

実績 50年以上の伝統と採用実績

202１年合格者
家庭科教諭
現役 10名 既卒3名

※私立学校含む

養護教諭
現役 1４名 既卒１７名

※子ども心理含む



2023年に鎌倉女子大学は創立80周年を迎えます
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• 人間生活と健康福祉に関心

• 目的意識を持って、
積極的に課題に取り組む姿勢

• 社会に貢献する意欲
専門知識・技術を活かす（地域、企業、学校など）

アドミッションポリシー

家政保健学科で、
多様な社会に適応する柔軟な人になりましょう

アドミッションポリシー

カリキュラムポリシー

ディプロマポリシー


