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保育科発表会

ことばによる表現を学ぶ「言語文化フィールド」、身体全
体を使った表現を学ぶ「身体表現フィールド」、卒業後す
ぐに社会人としてスタートできるための専門的スキルを身
につける「資格取得フィールド」の３本柱により、現代社
会が求める豊かな表現力とコミュニケーション能力、社会
人の下地を身につけます。

2年という最短期間で「保育士資格」と「幼稚園教諭二種
免許状」が取得できるほか、音楽を通して障がいのある子ど
もに対応する「こども音楽療育士」の資格を取得できます。
本学の附属認定こども園や附属保育園などでの実習を通
して質の高い保育者を養成します。さらに「准学校心理士」
の資格も取得できます。

表現文化学科 保育科(2023年4月より「こども学科」に名称変更予定）

大成女子高校の姉妹校で、県内唯一の女子短期大学です。大成女子高校を卒業した生徒は、希望する全員が進学でき

ます（保育科は音楽適性検査があります）。内部選抜Ⅰ期で受験すると、受験料無料、入学金免除のシステムもあります。茨城女子短期大学

高校生の体験実習

茨城女子短期大学のキャンパス内にあり、短大保育科

の附属園として質の高い教育・保育を行っています。短

大生の教育実習を行うほか、高校看護科専攻科生の

実習や普通科・家政科生徒の体験実習も行っていま

す。2023年4月より、増築した新しい園舎で０歳児保

育、体調不良時保育を始めます。また、園外のお子さん

を預かる一時保育事業、親子広場「ぽぽ」も実施し、広

く子育て家庭の支援を行っています。

認定こども園大成学園幼稚園

クライミング

那珂市立額田保育所の民営化により、2015年4月か

ら大成学園額田保育園が茨城女子短期大学保育科

の附属保育園として加わりました。本園では、豊かな自

然の中で、地域の人 と々の触れ合いを学び、意欲と思

いやりを育む保育を実践しています。はだし保育や竹

馬、リトミックなどにより、こどもたちは体も心も元気に毎

日を過ごしています。園外の親子への子育て支援「ぬ

かっぽ」、高校生の体験実習も行っています。

大成学園額田保育園

11月22日から25日にかけて、2年生の東北方面への修学旅行が実施されました。
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笠間市との公私連携協定により、2019年4月からかさまこども園といなだこども園が茨

城女子短期大学保育科の附属園として加わりました。家庭はもちろん、近隣の小中学

校や地域とも深く連携した開かれたこども園です。姉妹校との交流も盛んです。

かさまこども園は、病後児保育の実施、子育て支援センター「みつばち」の設置など、

広く子育て家庭の支援事業を実施しています。いなだこども園では、体調不良時保

育のほか、自然環境を生かした里山保育の取り組みや、親子広場「いなっぽ」を開催

しています。２園合同親子鑑賞会では、吹奏楽部が演奏させていただきました。

認定こども園大成学園かさまこども園 認定こども園大成学園いなだこども園

２園合同親子観賞会
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To Say!

①もともと、調理の知識や技術を身につけられる高校に進
学したいと考えていました。大成女子高校を選んだのは、校
内の雰囲気がとても良かったから。オープンキャンパスに参
加した際、先輩方のキラキラした姿が特に印象に残ったこと
もあり、入学を決意しました。
②ファッション・フード、検定に向けての勉強や実習などを中心
に取り組んでいます。1年生と比べて実習が増えたため、回数
を重ねていくうちに技術も向上していくことを実感しています。
③修学旅行です。3泊4日という長い間、友達とずっと一緒に

家政科2年

S.Kさん ひたちなか市立大島中学校出身

過ごせたのは初めてだったので、楽しかったです。東北の料理
も美味しかったし、部屋から見えた景色もとても綺麗でした！
④栄養に関する勉強は、名称を覚えることや計算が難し
かったりするので苦労しています。一番大変なのは、食物
調理技術検定2級の試験に向けての実技の練習です。自
分で献立を考えて、時間内に調理を完成させるのがとても
難しいです…。それでも諦めずに、試験前日まで努力してい
きたいと思います！
⑤将来の夢はまだ明確に決められていませんが、いまは救
急救命士という仕事に興味を持っています。これからも検定
や資格取得試験などに挑戦して、できるだけ多く合格するこ
とを目標に頑張りたいと思っています。

【質問】
①大成女子高校に入学しようと思ったきっかけは？
②学校ではどういう勉強をしていますか？
③学校生活で一番楽しいことは？
④学校生活で大変なことは？
⑤これからの目標や将来の夢を教えてください！

検定試験に
向けて

一生懸命
頑張っています！ Taisei Girls’

Voice
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1日目：

2日目：

3日目：

4日目：

喜多方市内自由散策、五色沼探勝

世界遺産平泉（毛越寺・中尊寺）見学

南三陸町訪問、猊鼻渓舟下り、松島海岸遊覧

仙台うみの杜水族館見学

 Schedule



　人と接する仕事で活躍するために重要な「ホスピタ
リティ」。対価を求めて行う「サービス」を超え、どのよ
うにすれば相手に満足してもらえるかを考えながら、
心のこもったおもてなしをすることを意味します。
　このフィールドでは、生徒の多くが語学･観光系の
大学やブライダル・美容系の専門学校などを目指して
います。県内施設でのフィールドワークを通して、社会
で実践されているホスピタリティについて考察を深め
たり、ポスチュアウォーキングやアロマテラピーなど、さ
まざまなジャンルの講習を受けたりし、おもてなしの考
え方や最新事情を学んでいきます。授業の内容につ
いては、茨城大学人文社会科学部准教授 小原規宏
先生の監修をいただいています。

ホスピタリティフィールド
社会で通用するおもてなしを学ぶ

12月2日、ホテル･ザ･ウエストヒルズ･水戸にて、ホ
スピタリティフィールドの3年生が、学習の集大成と
なる接客サービスの実習に取り組みました。ホテル
の制服に身を包んだ生徒たちは、他フィールドの生
徒や先生方に対してコース料理の配膳などを行い
ました。緊張した面持ちで丁寧に料理を運んだり、
空いた皿を下げたりと、約2ヶ月におよぶ研修の成
果を遺憾なく発揮することができました。

本番前は、失敗せずにおもてなしできるか、お客様に笑顔になっていただけるかなど、少し不
安もありましたが、始まってからは、普段の食事とは異なる雰囲気を味わってもらえるよう、練
習したことを活かして食事を提供しました。接客の仕事は、細かい所にまでおもてなしの心が
活かされていることに気づきました。（M.Aさん）

ホテルスタッフ接客サービス実習
県内各施設でのフィールドワーク
ポスチュアウォーキング、アロマテラピー講習
偕楽園観光ボランティア、秘書技能検定、世界遺産検定

・ おもな学習内容 ・

VOICE

女子高ならではのテンション。
推しの話はいつも盛り上がり
ます！（勝田三中 Y.Rさん）

いっぱい食べても大丈夫！
（田彦中 S.Fさん）

なんでも悩みを相談し合え
る友達がたくさんできると
ころ（岩間中 M.Aさん）

共学にはない、女子高な
らではの楽しさがありま
す。受験頑張って！
（山方中 F.Mさん）

大成は良い友達もできる
し先生方も優しく教えてく
れます。クラスのみんなが
仲良し！（田彦中 Y.Nさん）

勉強と部活の両立は忙し
いけど、毎日楽しく充実して
います。ぜひ大成に入学し
てください！（東海中 Rさん）

内気だった私も今は自分
を出せるようになりました。
登校するのが楽しくなる学
校です！（峰山中 K.Nさん）

スポフェスに文化祭。イベ
ントも部活動も充実して
います。一緒に楽しみま
しょ！（桂中 T.Kさん）

タブレットを使った授業、
とっても楽しいです。課題
の提出も送信ボタンでポ
ン！（大野中 A.Yさん）

毎日が女子会気分。女子
高での青春、楽しいです！
（緑岡中 S.Aさん）

身支度10分。ボサボサ
の髪でも気にしない!?
（赤塚中 Mさん）

女子同士なんでも話せ
る。毎日笑顔で大爆笑！
（飯富中 H.Aさん）

冷暖房があるからめちゃくちゃ過ごしやす
い。トイレが広くてキレイ！（桜川中 S.Nさん）

体育の授業で持久走がない。プールもグランド
もないので日焼けしない！（小川北中 Y.Sさん）

クラスでも部活でも素でいられるし、先生
との距離も近いので何でも相談できます
（双葉台中 Hさん）

「礼法」や「キャリアデザイン」など、他校
にはない教科があるので色々なことが学
べます（大島中 S.Mさん）

制服めっちゃ可愛い。５色のブラウスにポ
ロシャツとパーカー。新アイテムにネクタイ
登場！（笠原中 T.Sさん）

1909年創立。県内の私立高校で最
も歴史が長い高校です
（見川中 K.Kさん）

広い視野で将来を考えら
れるし、授業がとても楽しい
です！（水戸三中 I.Nさん）

普通科でも看護の基礎が学
べるところ。将来の夢に向かっ
て頑張れます！（十王中 Y.Iさん）

フードとファッション両方
学べて、生活に役立つ知
識が身につけられます！
（台原中 A.Hさん）

検定に合格したり、実習
を終えたときの達成感は
すごい！
（太田中 T.Yさん）

料理と裁縫、将来役立
つスキルが高められる！
（水戸五中 N.Mさん）

料理上手になれると同時
に栄養について知ること
ができる！
（千波中 Mさん）

自分がデザインしたドレス
を作れること。文化祭での
ファッションショーで披露で
きます！（那珂四中 Yさん）

15歳から自分の夢に向
かって専門の勉強がで
き、知識を高め合える
（大和中 T.Rさん）

５年間一緒だから、何で
も相談できる友達が見つ
かる（ 国田義 務 教 育 
M.Kさん）

家族の体調が悪くなっ
ても、専門知識を活かし
て看護できる！
（河原子中 T.Hさん）

同じ夢に向かって、励まし
合いながら一緒に頑張れ
る仲間がいること
（平磯中 Sさん）

看護科で学んだ知識を普
段の生活に活かせる！
（友部二中 I.Yさん）

キャリアデザインで将来学
ぶことが先取りできる。い
ろいろ考えるきっかけにな
ります（勝田一中 Kさん）

高校のうちから保育の勉
強ができて、姉妹校の茨
城女子短期大学に入学
できる！（緑岡中 S.Rさん）

クラスの枠を超えたキャリ
アデザインの授業。みんな
との交流で全員トモダチ！
（土浦二中 K.Kさん）

（カッコ内は出身中学校とニックネームです）※写真はイメージです

中学生のみなさんへのメッセージ04

あなたの学科の
自慢できるところは何ですか？03

普通科

家政科

看護科

大成女子高校のいいところって？01

女子高でよかったと思うところは？02

キャリアデザイン
大成オリジナルの授業

部活動紹介

留学生インタビュー

みんなの生の声を紹介します　
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 本校には５年一貫看護師養成課程の看護科がありま
すが、普通科からも毎年、多くの「プチナース」たちが巣
立っています。それがキャリアデザイン［看護･医療
フィールド］。看護大学や看護専門学校を経て、看護師
を目指すコースです。
　このフィールドでは、看護科の先生が普通科の生徒
に対して授業を行います。看護の基礎の学習や校内で
の実習、大学･専門学校の入試対策まで、時間をかけ
てしっかり学べるプログラムが組まれています。看護師

のほかに、理学療法士や作業療法士、歯科衛生士などの医療職を目指す生徒もいます。また、キャリ
アデザインの授業以外にも、「医療･看護系国語」や「医療･看護系数学」「理科総合演習」など、
医療系進学に特化した多彩な選択科目が、みなさんの進路の希望を実現します。

看護･医療フィールド
看護師を目指すもう一つの道 

『基礎看護』 看護の意義と役割、看護活動の展開
ベッドメイキング、身体清拭、体位変換、食事の介助 等の校内実習
さまざまな医療職について、現場で活躍されている方からのガイダンス
総合病院の見学、医療系大学・専門学校 入学試験対策　ほか

・ おもな学習内容 ・

茨城キリスト教大学看護学部看護学科
／つくば国際大学医療保健学部看護学
科・臨床検査学科(２)／医療創生大学看
護学部看護学科・国際看護学部看護学
科(２)・健康医療科学部作業療法学科／
城西国際大学福祉総合学部理学療法
学科／明海大学保健医療学部口腔保
健学科／茨城県立中央看護専門学校
看護学科／水戸看護福祉専門学校看
護学科／医療専門学校水戸メディカルカ
レッジ看護学科／日立メディカルセンター
看護専門学校看護学科／水戸市医師
会看護専門学院准看護学科 ほか

2021年度合格実績

普通科２･３年生は、大成独自の学校設定科目「キャリアデザインⅡ･B」において、
５つの分野（フィールド）の中から、各自の希望に応じて１つを選び学んでいます。

２年生で週３時間、３年生で週２時間、合計５単位の課題解決型の学習プログラムです。

キャリアデザイン ５つのフィールド

保育･幼児教育フィールド
看護･医療フィールド
ホスピタリティフィールド
アート表現フィールド
地域デザインフィールド 新しい部活動が誕生!!ボクシング部

2022年4月、新たな運動部「ボクシング部」が創部されました。女

子高のボクシング部は全国的にも珍しく、今後の活躍に大注目で

す。部員は1～3年生合わせて26名。全員が競技初心者ですが、楽し

く活動しています。

私たちボクシング部は、顧問の元プロボクサー、山野先生

のご指導のもと、日々活動しています。活動する曜日が自分

で決められるので、学業やアルバイトとの両立もしやすいで

す。学年問わず仲が良く、経験のない方も気軽に入部でき

るのでおすすめです。どんな人でも大歓迎、私たちと一緒に

ストレスを発散しませんか。

● いい汗がかけるのでダイエットに効果的
● 自分を守ることができます
● とにかくめっちゃ楽しい
● ゆるくやりたい人も、
　本気でやりたい人も、どちらもOK
● ミット打ちでバシッと音の鳴った時の爽快感
● 堅苦しい雰囲気がなく楽しい

ボクシング部のいいところ

2022年9月より、１年間の予定でアメリカから交換留学生をお迎えしています。

日本の印象、大成女子高校での生活などについて、お話を聞きました。

故郷はどんなところですか？
私の故郷ペンシルベニア州エルバーソンは、農業が盛
んです。家の近くにはたくさんの酪農場があり、町のい
たる所で牛に食べさせるトウモロコシを作っています。

水戸市の印象は？
水戸は、私がこれまで暮らした中で最も大きな街です。
たいていのものが揃っているし、散歩できる場所が多い
ことや、安全で落ち着いていることも気に入っています。

どうして日本に来ようと思ったのですか？
父がかつて埼玉に留学していたことや、母が沖縄に住
んでいたことがあり、関心を持っていたからです。

大成女子高校での生活はいかがですか？
とても楽しいです。アメリカの学校と違っているところ
も少しあって、中でも「部活動」がいいと思いました。
私には、ここでの学校生活の方が、アメリカでの学校
生活より合っているかもしれません。

将来の夢は何ですか？
実験心理学者になることです。また、世界中を旅した
いとも思っています。

日本でやってみたいことはありますか？
北海道、埼玉、原宿に行ってみたいです。それから富士
山にも登りたいです。

K.Dさん
アメリカ合衆国

ペンシルベニア州出身
普通科１年、演劇部所属

趣味：デジタルでイラストを描くこと
アクセサリーつくり


