所在地

＜大学本部・文学部＞
＜人間生活学部＞

カトリック大学である本学は､ そ
の精神にもとづき､ 研究と教育を通
じて真・善・美を追求すると共に､
さらに次の事柄を主眼として真の人
間形成を目指しております｡
聖なるものに対する畏敬の念
自由にして責任ある人格
愛と寛容の精神
奉仕による社会への貢献
国際理解と平和への貢献

【建学の理念】
藤学園は､ カトリック札幌教区初
代教区長ヴェンセスラウス・キノル
ド司教が､ ｢北海道の未来は女子教
育にある｣ との確信から母国ドイツ
に女子教育の真の担い手になる人材
の派遣を要請し､ この要望に応えて､
殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ
修道会から三人の修道女が来道した
ことに由来します｡
藤女子大学は､ この意思を継ぎ､
キリスト教的世界観や人間観を土台
として､ 女性の全人的高等教育を通
して､ 広く人類社会に対する愛と奉
仕に生きる高い知性と豊かな人間性
を備えた女性の育成を使命とします｡
【沿革】
1920年 札幌教区キノルド司教の要
請により､ ドイツから ｢殉教者聖
ゲオルギオのフランシスコ修道会｣

札幌市北区北16条西 2 丁目 (〒001 0016)
電 話：0 1 1 ( 7 3 6 ) 0 3 1 1 (代表)
F A X ：0 1 1 ( 7 0 9 ) 8 5 4 1
石狩市花川南 4 条 5 丁目 (〒061 3204)
電 話：0 1 3 3 ( 7 4 ) 3 1 1 1 (代表)
F A X ：0 1 3 3 ( 7 4 ) 8 3 4 4

の修道女クサベラ・レーメら３名
が来札｡ カトリック精神を基調と
した教育事業に着手｡
1925年 札幌藤高等女学校開校｡
1947年 藤女子専門学校開学 (1951
年閉校)｡
1948年 学制改革により高等女学校
は､ 藤女子高等学校・藤女子中学
校として新発足｡
1950年 藤女子短期大学開学 (2000
年募集停止)｡
1961年 藤女子大学開学｡ 文学部に
英文学科､ 国文学科を設置｡
1992年 藤女子大学・藤女子短期大
学花川校舎落成｡ 人間生活学部を
開設 (人間生活学科・食物栄養学
科)｡
2000年 大学文学部に新たに文化総
合学科を､ 人間生活学部に保育学
科をそれぞれ新設｡ 英文学科を英
語文化学科に､ 国文学科を日本語・
日本文学科に改称｡
2002年 大学院人間生活学研究科を
開設｡

本学はカトリック精神に基づいて
いる女子大学ですが､ 信仰について
は全く自由です｡ しかし､ キリスト
教的な人間観・価値観を知っていた
だくために､ ｢キリスト教学｣ と
｢聖書学｣ を必修にしています｡ カ
トリック (普遍的という意) という
言葉通り､ 世界的な宗教をバックと
していますので､ 学生一人一人には
世界的な視野と人類愛､ そして身近
な奉仕の心を育てることを期待して
います｡
本学全体に流れる自由の気風は､
このカトリック精神から来るもので
す｡ この自由さの中で､ 学生達は自
己の責任を果たしつつ､ 知的好奇心
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を満たしながら､ 人間として成長し
て行きます｡ 本学は小規模大学です
ので､ 教職員と学生との触れ合いに
も恵まれています｡ 落ち着いて学び
たい皆さん､ どうぞ藤女子大学へ！

【設置学部】
文学部 (北16条キャンパス)
人間生活学部 (花川キャンパス)
【学科案内】
2018年度から文学部・人間生活学
部共通の全学教養科目がスタートし
ます｡ この教養科目の上に､ 学びの
道筋がみえやすいよう､ 現在の学科
に ｢専修｣ を置きます｡
｢専修｣ は学びの分野・領域を示
すコースのようなもので､ 自分が卒
業に向けて学びたいと考える科目群
を､ 各学科以下のとおり区分してい
ます｡
○文学部
英語文化学科
文学・文化専修
言語・コミュニケーション専修
日本語・日本文学科
日本語・日本文学専修
日本文化専修
文化総合学科
現代社会専修
歴史・思想専修
○人間生活学部
人間生活学科
現代家政専修
社会福祉専修
プロジェクトマネジメント専修
食物栄養学科
管理栄養士専修
保育学科
子ども教育専修
子ども生活支援専修

文学部
英語文化学科

80名

日本語・日本文学科

80名

文化総合学科

80名

人間生活学部
人間生活学科

80名

食物栄養学科

80名

保育学科

80名

､

および

詳細につき

ましては､ 本学入試課までお問い合わせください｡
日本学生支援機構の他､ 本学独自の ｢キノルド司教記
念奨学金｣､ ｢クサベラ奨学金｣､ ｢学費貸与奨学金｣､ 本
入学金

210,000円

学同窓会による ｢藤の実奨学金｣｡

授業料
文学部

707,500円
国際交流センターを設置｡

人間生活学部
人間生活学科

英国４､ 米国３､ 豪州２､ カナダ２､ 韓国２､ フィリ

738,700円

食物栄養学科

769,900円

保育学科

750,000円

ピン２､ 中国１､ 台湾１の計17校の協定校への留学､ 教
員の派遣､ 協定校からの学生の受入れや教員の招へいな
どのバックアップを行っています｡

※その他に､ 教育充実費､ 入学時委託徴収金 (同窓会

また､ 東京の上智大学とは毎年１年間の学生交流を行っ

入会金､ 学生会費等) 有｡

ており､ 国内留学の充実も図っております｡

文学部

人間生活学研究科

英語文化学科…高等学校教諭 1 種免許 (英語)､ 中

人間生活学専攻 (修士課程)

学校教諭 1 種免許 (英語)､ 司書教諭免許､ 図書

食物栄養学専攻 (修士課程)

館司書､ 小学校英語準認定指導者
日本語・日本文学科…高等学校教諭 1 種免許 (国語・
書道)､ 中学校教諭 1 種免許 (国語)､ 司書教諭免

・文学部(北16条キャンパス)
７月29日(土)
・人間生活学部(花川キャンパス) ７月30日(日)

許､ 図書館司書
文化総合学科…高等学校教諭 1 種免許 (地歴・公民)､
中学校教諭 1 種免許 (社会)､ 司書教諭免許､ 図

５月８日(月)〜12月１日(金)

書館司書
※日本語教員養成課程有

・文学部(北16条キャンパス)
９月24日(日)
・人間生活学部(花川キャンパス) ９月23日(土･祝)

人間生活学部
人間生活学科…高等学校教諭 1 種免許 (家庭・福祉)､
中学校教諭 1 種免許 (家庭)､ 司書教諭免許､ 図
書館司書､ 社会福祉士受験資格､ 社会福祉主事任
用資格

藤女子大学入試課
〒001 0016
札幌市北区北16条西 2 丁目
011−736−5959 (直通)
nyushi @ fujijoshi. ac. jp

食物栄養学科…栄養士､ 管理栄養士受験資格､ 栄養
教諭１種免許､ 食品衛生監視員､ 食品衛生管理者､
フードスペシャリスト受験資格､ 図書館司書
保育学科…幼稚園教諭 1 種免許､ 特別支援学校教諭
1 種免許､ 司書教諭免許､ 図書館司書､ 保育士､
社会福祉主事任用資格

大学ホームページ：http://www.fujijoshi.ac.jp/
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