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12 月 23

13 時で学内の一時保育を利用させて頂きまし
た（3歳・男）。
お部屋にはおままごと用のキッチンやプラレ

ールもあり、保育園とは違って先生やおもちゃ
を独り占め、とっても楽しかったようです。「今
日もママの学校の保育園に行く～」と、ことあ
るごとに言っています。
学内ということで安心し

て預けることができまし
た。また、利用させて頂き
ます。 
 
（総合リハビリテーション学部
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共同参画に取り組む事業所について大学生が取材し
う学生たち
も新設します。教員における
で 23.2
度も、男女共同参画推進事業にぜひご
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