所在地

1933年４月 聖徳家政学院､ 新井宿幼稚
園を東京市大森区 (現大田区)に創立
1944年３月 聖徳学園保姆養成所を開設
(現在は東京都港区の聖徳大学幼児教
育専門学校)
1965年４月 千葉県松戸市に聖徳学園短
期大学を開学
1990年４月 聖徳大学を開学｡ 短期大学
は聖徳大学短期大学部と改称
1998年４月 聖徳大学大学院を開学
2004年４月 東京都港区に聖徳大学サテ
ライトキャンパスを開設
2005年４月 松戸駅前に生涯学習社会貢
献センターを開設
2013年４月 学園創立80周年を迎える
2014年４月 聖徳大学看護学部看護学科
開設
2015年４月 聖徳大学創立25周年
聖徳大学短期大学部50周年

聖徳大学の教育が､
いま改めて注目され
ています｡
本学は､ 政治・経
済・文化のグローバ
ル化が進み､ 個人・
社会の価値観が多様
学長 川並 弘純 化・複雑化する現代
社会において､ 建学
の理念 ｢和｣ の精神にもとづいた､ ｢礼｣
を重んじる高い人間性と深い教養をかね
そなえた､ 凛とした女性の育成を通して
調和ある社会の発展に貢献してきました｡
2012年以降は､ 東日本で有数の規模を
誇る女性総合大学の使命として､ 自己分
析力と論理的思考力の育成によりキャリ
ア・デザイン力の向上を図る独自プロジェ
クトを､ さらには､ 学習意欲の向上を促
す３つの教育センターの設置や､ 変化の
激しい社会に対応する新しい教養教育の
実施など､ 各種の学習環境の刷新と発展
も絶えず推進しています｡
｢保育の聖徳 ｣ に代表される､ これ
までの強みである 実践力 を養う専門
教育はそのままに､ 本学では､ どんな環
境にあっても力強く生きていくための教
養や､ 答えのない問題と向き合える問題
解決能力など､ 社会で活躍するための
力 を着実に養える環境､ 教育プログラ
ムを今後も整備していきます｡ どうぞご
期待ください｡

〒271 8555 千葉県松戸市岩瀬550
ＴＥＬ. 047− 365− 1111 (大代表)
ＦＡＸ. 047− 363− 1401 ( 〃 )

東京聖徳学園は､ 創立以来80年余にわ
たり､ ｢和｣ の精神 (Spirit of harmony)
を建学の理念とし､ 人間性の教育､ すな
わち ｢人間教育｣ の実現に努めてきまし
た｡ 聖徳大学・聖徳大学短期大学部は､
この建学の理念を現代社会に創造的に活
かし､ 自立する力を育む女性総合大学と
して発展しています｡
(全て女子のみ)
【児童学部】
■児童学科 (昼間主・夜間主)
小学校教員養成､ 特別支援教育＊､ 幼
稚園教員・保育士養成､ 児童心理､ 児童
文化※の５コース制｡ 2018年４月 ｢特別
支援教育コース｣ を設置予定です｡ 子ど
もや保護者から信頼される人間性と教養､
専門的な知識や指導力で子どもを育む先
生を育てます｡
※児童文化コースは昼間主のみ
【心理・福祉学部】
■心理学科
2018年から､ 心理支援､ 産業・社会心
理､ 危機管理､ 教育・発達心理､ 家族支
援の専修性を取り入れる予定です｡ 臨床
心理士・公認心理師を目指して大学院へ
進学することも可能です｡
■社会福祉学科
社会福祉､ 介護福祉､ 養護教諭の３コー
ス制｡ 少子化や高齢化が進む中､ いじめ
や虐待など､ 生活に関連した社会問題に
も対応できる実践的な学びを採用｡ 社会
福祉のプロを育てます｡
【文学部】
■文学科
英語・英文学､ 日本語・日本文学､ 歴
史文化､ 図書館情報､ 書道文化､ キャリ
アコミュニケーションの６コース制｡
｢学びの楽しさと感動｣ の授業で心豊か
な人間性と文学的教養を育みます｡
【人間栄養学部】
■人間栄養学科
(管理栄養士養成課程)
食生活は人間の体・心・社会的存在の
３つを支えるという考えに基づいた教育
を実践｡ ｢人に頼られ､ 喜ばれ､ 愛され
る管理栄養士｣ を育成します｡
【看護学部】
■看護学科
｢支える｣ 人を育ててきたからこそで

30

きる看護教育で､ 地域に貢献する ｢凛と
した看護職者｣ を目指します｡ 先進のシ
ミュレーション技術教育を採用すると共
に､ ハワイ大学での研修も実施｡ 充実し
た環境を準備しています｡
【音楽学部】
■演奏学科
作曲､ 声楽・オペラ､ ミュージカル､
器楽の４コース制｡ 作曲コースは､ クラ
シックスタイル､ コンピュータスタイル
専修､ 器楽コースには､ ピアノ､ パイプ
オルガン､ 電子オルガン､ 弦楽器・管打
楽器の４つの専修があります｡
■音楽総合学科
音楽教員養成､音楽療法､音楽指導コース
の３コース制｡ 音楽を通して社会に貢献
できる ｢職業的音楽人｣ を育成し､ 技術
と知識､ コーディネート力を身に付けま
す｡
【短期大学部 (女子)】
■保育科 (第一部・第二部)
｢保育の聖徳 ｣ としての伝統と実績
を活かし､ 心優しい保育者を養成します｡
授業・実習はもちろんのこと､ 地域社会
との連携があることが特徴の１つ｡ 就職
支援も徹底的に行います｡
■総合文化学科
ファッションや製菓などの幅広い11の
ブランチにより構成｡ フレキシブルに学
べる履修システムにより､ さまざまな知
識・能力､ 免許や資格を得ることができ
ます｡

1972年に短大保育科の通信教育を開始
して以来､ 大学・大学院を順次開設して
きました｡ 資格取得を目指す社会人を中
心に､ 男女を問わず幅広い年代の人々が
勉学に励んでいます｡
■大学院 通信教育課程
児童学研究科 児童学専攻 (MD)
■大学・通信教育部
児童学部
児童学科
心理・福祉学部
心理学科､ 社会福祉学科
文学部
文学科
■短期大学部・通信教育部
保育科
図書館司書課程 科目等履修生

＊7/30､ 8/18は看護学部希望者のみ
※入場自由､ 予約不要
※学食無料体験あり｡
※入試説明､ 個別相談コーナー､ キャンパスツアーなど｡
またキャンパス見学 (要・電話予約) も毎日実施しています｡
詳細は入学センターまでお問い合わせください｡

多彩な免許・資格を取得できる万全の支援
体制を整えています｡ カリキュラム内での支
援はもちろん､ 各種検定試験を学内で実施す
るなど､ 学生の将来設計にあわせ､ 社会の第
一線で活躍できる人材を育成しています｡
＜教員免許状＞幼稚園教諭一種・二種､ 小学
校教諭一種・二種､ 中学校教諭一種､ 高等学
校教諭一種､ 特別支援学校教諭一種､ 養護教
諭一種､ 栄養教諭一種
＜国家資格＞保育士､ 社会福祉士受験資格､
精神保健福祉士受験資格､ 介護福祉士受験資
格､ 看護師受験資格､ 保健師受験資格､ 図書
館司書､ 司書教諭､ 学芸員､ 管理栄養士受験
資格､ 栄養士
＜任用資格＞社会福祉主事任用資格､ 児童福
祉司任用資格､ 児童指導員任用資格､ 社会教
育主事任用資格､ 食品衛生管理者任用資格､
食品衛生監視員任用資格
＜公的資格＞介護職員初任者研修
＜民間資格＞フードスペシャリスト受験資格､
音楽療法士一種､ 認定音楽療法士補受験資格､
レクリエーション・インストラクター､ キャ
ンプインストラクター､ 衣料管理士(テキスタ
イルアドバイザー)二級､ 認定心理士､ ピアヘ
ルパー受験資格､ ビジネス実務士､ 情報処理
士､ 秘書士､ 応用心理士基礎資格､ 産業カウ
ンセラー受験資格

■シリーズコンサート
年間約30回のコンサートには､ 日本の伝統
芸能である歌舞伎や能楽､ 落語の他に､ 海外
からも署名なアーティストをお招きしていま
す｡ ミュージカルやバレエ､ 演劇など本物の
芸術に触れられる機会を用意しています｡
■聖徳夢プロジェクト
将来に必要な基礎能力の向上と確立はもち
ろん､ シューカツ特別講座や就活サポーター
など実践的な仕組みで学生を応援します｡
■アセンブリアワー
学長や副学長等から､ 建学の精神 ｢和｣ の
理念を直に聞くことができる機会です｡ 母校
を知ることで､ 聖徳で学ぶ価値や目的を再認
識し､ 自分にも誇りをもつことができます｡
■学外研修
国内外の場に身をおくことで､ さらに視野
が広がったり､ 新しい自分に出会ったりする
ことができます｡ 多様な価値観に触れること
で､ 人間性や可能性が高まる貴重な体験です｡
大学では､ 学びの分野に合わせて海外で研修
も行います｡
■新しい聖徳教養教育
テーマは ｢グローバル社会に向けた〈本物
の教養〉を養う｣｡ 時代に合わせて変化する教
育プログラムを通じ､ 一つの専門分野を超え
た幅広い洞察力や問題解決力を鍛え､ 多様化・
複雑化する社会へ対応する力を磨きます｡

上野
東京
池袋
新宿
渋谷
横浜

‥‥‥
‥‥‥
‥‥‥
‥‥‥
‥‥‥
‥‥‥

20分
32分
35分
43分
50分
58分

千葉 ‥‥‥‥ 55分
京成津田沼 ‥ 44分
大宮 ‥‥‥‥ 52分
水戸 ‥‥‥‥102分
羽田空港 ‥‥ 60分
※東京モレール
｢羽田空港第２ビルより｣

※時間は目安であり､ 日付・時刻によって
異なりますので､ ご注意ください｡

学生の自主的な学びをサポートする３つの
教育センターを学内に設置しています｡
■聖徳ラーニングデザインセンター
聖徳の学びは､ 基礎から専門､ そして実践
力を育成する独自のプログラムを通じて進め
られます｡ その学びのサポートを行うのがこ
のセンター｡ 学生一人ひとりが､ 学ぶことの
楽しさと意義､ 限界を超えて自己を実現する
学びを体験しています｡ スタッフと共に､ 繰
り返し自己点検を行い､ 課題解決に向けた具
体的な方針を立て､ 解決していく｡ まさに夢
の実現をデザインするアトリエでもあります｡
■語学教育センター
学生の自主的な英語力の向上をサポートす
る教育研究センターです｡ 同時に､ ネイティ
ブスピーカーと会話することができる､ 異文
化交流の場でもあります｡ 英語スピーチコン
テストの開催や､ 英検､ TOEIC､ 保育英検な
どの個別指導も実施｡ 空き時間や､ 昼休みに
英語の勉強を楽しく行い､ 身に付けることが
できるセンターです｡
■教職実践センター
教員を目指す学生の合格から就職後までを
支えるセンターです｡ 各自治体で行われる教
員採用試験の合格に向けて､ 豊かな実績を誇
る教員が､ 現在の教育現場や採用試験につい
ての最新の情報をもとに､ 丁寧にサポートし
ます｡ 先輩教師の実践報告も学生を魅了｡ ｢教
師｣ という夢を実現するために､ お互いを高
めあいながら通う学生の姿が多くみられます｡

■小笠原流礼法
｢和｣ の精神の中心となる〈礼〉を身につ
ける聖徳教育のひとつ｡ 凛とした雰囲気の中
で､ 将来必ず役に立つ礼儀作法を学びます｡

2018年度入試から､ 入試・特待制度が変わります｡
【評定値特待制度】＊
ＡＯ入試・指定校推薦入試・公募推薦入試等 (12月末日までに実施) の受験者において､ 全体
評定平均値が基準を満たす場合※､ 入学金半額免除｡ 入寮費上限20万円免除 (入寮希望者のみ)｡
※大学3.5以上 (看護学部を除く)､ 看護学部3.8以上､ 短大3.3以上｡
【資格特待制度】＊
ＡＯ入試・指定校推薦入試・公募推薦入試等 (12月末日までに実施) の受験者において､ 指定
する資格を取得している場合※､ 入学金全額､ もしくは半額免除｡ 入寮費上限20万円免除 (入
寮希望者のみ)｡ 入学手続後でも､ チャレンジが可能です (要申請)｡
※指定の資格については平成30年度入学試験要項でご確認ください｡
＊ ｢評定値特待制度｣ と ｢資格特待制度｣ は､ 併用が可能｡
【得点基準明示型学力特待制度】
一般入試・センター試験利用入試の受験者において､ 科目試験の得点次第※で授業料全額､ も
しくは半額免除｡ 入寮費上限20万円免除 (入寮希望者のみ)｡
※合計得点率80％以上で授業料を全額免除､ 70％以上で半額免除｡
注) ｢資格特待制度｣ の重複適用はできません｡
注) 入寮費免除は重複適用できません｡
詳しくは､ 平成30年度入学試験要項でご確認ください｡

卒業後の進路・就職支援の体制として､ 本
学生一人ひとりの適性や希望を見すえたパー
スン・トゥ・パースンのアドバイスを行って
います｡ キャリア支援課では､ 専任スタッフ
が親身になって随時個別相談に応じるほか､
多くの資料の閲覧が可能｡ 就職ガイダンスや､
教員採用試験対策講座・公立保育士合格対策
講座・企業就職支援対策講座を開講します｡
毎年､ 公立小学校教員採用試験をはじめ､ 公
立幼稚園教員､ 公立保育士などの合格者を多
数送り出し､ 一般の大手・優良企業にも多く
の人材を輩出しています｡
短期大学部を卒業後､ 各学科・専攻に対応
した専攻科への進学のほか､ 大学への編入学
の道が開かれています｡

大学ホームページ：http://www.seitoku.jp/univ/
0120− 66− 5531 (受験相談フリーダイヤル)
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