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情報システムのエキスパートを育成す
るコース｡ AI や IoT などの社会への影
響なども含め ICT の仕組みを幅広く学
びます｡
情報処理技術者の資格取得をサポート｡

｢義を行い以って其の道に達す｣
義の精神は無限であり
主義主張を超越した大精神である事を諭
し人倫 (人の道) を行わざる者は如何に
高慢高邁なる思想といえどもその目的を
達するものでない事を戒めている｡
昌平黌の名の通り孔子の教え､ 儒学に
基づく ｢大儀と大和｣ の精神を基本理念
としています｡
真理に基づき､ 平和と繁栄の道を探索
し､ それをそのまま未来生活の中に実践
し､ 開花させようと努力し続けてきた
日本民族本来の ｢大和こころ｣ に通ずる
精神です｡

大学での４年間は､
夢を実現するために努
力する時間であり､ 師
や友と語り､ 絆を深め
て一生の宝物になる経
験を積むための時間で
もあります｡
大学とは､ 学問とと
もに社会や人生につい
学長 吉村 作治
て学ぶ場所なのです｡
本学では社会が必要としている人材に
なるための ｢実学｣ として､ 社会の仕組
みや現状を理解する ｢経済｣ と､ 心を施
すことを知る ｢福祉｣ を学ぶことができ
ます｡ また､ 人として正しく､ 雄々しく
生きるために､ 儒学を基にした ｢人間力
教育｣ にも力を注いでいます｡ 少人数制
で学ぶ専門知識と人間力を高める教育の
成果は､ 厳しい社会状況においても高い
就職率を堅持している結果となって現れ
ています｡ そして､ 率先してボランティ
ア活動に励み､ 人のため､ 地域社会の復
興に役立とうとする先輩たちの姿にも多
くの刺激を受けるはずです｡
｢一燈照隅､ 万燈照国｣ という言葉が
あります｡ これは､ 一つの灯火を掲げて
一隅を照らして歩み続ければ､ いつか必
ず共鳴する人が現れ､ 一燈はいつしか万
燈となり国を照らす｡ そのためには､ 何
があっても吹き消されないよう､ まず自
分自身が周囲を照らす発光体にならなけ
ればいけない｡ という意味の言葉です｡
皆さんは未来の日本に光を燈す､ 大きな
可能性を秘めた卵です｡ 本学で自分の光
と､ それを掲げる勇気を学んでください｡
私たちは一丸となって､ 皆さんの未来の
ために､ 夢の実現のために､ 共に考え､
指導し､ 支えていきます｡

観光産業､ 地域振興に取り組みたい方
のためのコース｡
旅行業務取扱管理者などの資格取得も
サポート｡

経済経営学科 (120名)

企業の後継者や起業家になりたいと考
えている方､ またマーケティングや会計
など企業経営のスキルを身に着けたいと
考えている方のためのコース｡
簿記やリテールマーケティングの資格
取得もサポート｡

将来､ 金融機関や一般企業への就職を
考えている方のためのコース｡ ファイナ
ンシャルプランナーの資格取得もサポー
ト｡

公務員､ 教員を目指す方のためのコー
ス｡ 公務員試験対策のゼミを中心に､ 充
実したｅラーニングも併用し､ 公務員行
政職､ 警察官､ 消防官などの試験合格､
教員免許取得をサポート｡

シンク・グローバリー アクト・ロー
カリー (地球的に考え､ 地域的に行動す
る) のグローカル人財を育成するため
のコース｡ 英語留学プログラムも充実｡
英検・TOEIC の試験対策もサポート
します｡

スポーツ関連企業への就職を目指す方
のためのコース｡ スポーツ・マネジメン
トなどスポーツ産業について幅広く学び
ます｡

24

エジプト考古学を中心に考古学調査に
ついて学ぶコース｡ 地方自治体・教育委
員会､ 文化財保存センター､ テレビ局､
出版社､ 学校教員などへの道が開けます｡
考古調査士の資格取得をサポートします｡

留学生の日本企業就職を支援するコー
スです｡ 日本語検定試験１級の取得をサ
ポートします｡

社会福祉学科 (80名)

社会福祉士・精神保健福祉士資格取得
を目指し､ メンタルケアから障がい者の
生活支援まで､ 幅広い領域を学びます｡

スポーツ健康の学びと部活動との密接
な連携のもと､ 健康についての高度な知
識と対応方法を身に付けます｡

心理学だけでなく､ 社会福祉の分野を
合わせて学び､ 幸福な生活のための専門
的な対人援助に関する知識と技術を習得
します｡
(平成30年度開設構想中)

上記３つのコースに加えて､ 介護福祉
士資格取得を目指す ｢介護福祉コース｣
を平成30年度開設に向けて設置計画中で
す｡

(入試･学費･生活･就職など)
詳しくはホームページ
をご覧ください｡

募集人員
試験区分

出願受付期間

試験日

合格発表

手続き期間

Ｈ29 11/１(水)〜11/９(木)

11/18(土)

11/28(火)

11/29(水)〜12/11(月)

Ⅱ期

Ｈ29 11/13(月)〜11/24(金)

12/９(土)

12/19(火)

12/20(水)〜１/11(木)

Ⅰ期

Ｈ30 １/16(火)〜１/25(木)

２/３(土)

２/14(水)

２/15(木)〜２/23(金)

Ⅱ期

Ｈ30 ２/９(金)〜２/22(木)

３/３(土)

３/９(金)

３/10(土)〜３/16(金)

Ｈ30 ３/５(月)〜３/９(金)

３/16(金)

３/23(金)

３/24(土)〜３/28(水)

Ａ方式

Ｈ30 １/９(火)〜１/19(金)

２/３(土)

２/14(水)

２/15(木)〜２/23(金)

Ｂ方式

Ｈ30 ２/９(金)〜２/22(木)

３/３(土)

３/９(金)

３/10(土)〜３/16(金)

Ｈ30 １/９(火)〜１/19(金)

２/３(土)

２/14(水)

２/15(木)〜２/23(金)

Ｈ29 10/２(月)〜10/17(火)

11/24(金)

12/１(金)

12/４(月)〜12/18(月)

Ｈ29 11/20(月)〜１/30(火)

２/９(金)

２/16(金)

２/19(月)〜３/５(月)

Ｈ30 ５/７(月)〜６/18(月)

６/28(木)

７/５(木)

７/６(金)〜７/20(金)

Ｈ30 ６/19(火)〜７/20(金)

７/26(木)

８/２(木)

８/３(金)〜８/20(月)

若干名 Ｈ30 １/９(火)〜１/19(金)

２/３(土)

２/14(水)

２/15(木)〜２/26(月)

Ｈ29 ８/７(月)〜８/18(金)

９/２(土)

９/12(火)

９/13(水)〜９/25(月)

Ｈ29 ９/11(月)〜９/22(金)

10/７(土)

10/17(火)

10/18(水)〜10/31(火)

Ｈ29 11/13(月)〜11/24(金)

12/９(土)

12/19(火)

12/20(水)〜１/11(木)

経済 健康
経営 福祉
Ⅰ期

推薦入試

大学入試センター試験
利用入試

30

Ⅲ期

30

20

20

一般入試

帰国子女入試
Ⅰ期

10

10

春期
Ⅱ期

外国人留学生入試
外国人留学生編入試験

Ⅰ期
秋期

20

10

Ⅱ期
編入学試験
ＡＯ入試
ＡＯ特別入試(地域リーダー奨学生選抜)
社会人入試
シニア入試

10

30

20

★大学ホームページ
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http://www.shk-ac.jp

