所在地

◆板橋キャンパス
〒173 8602 東京都板橋区加賀 1 18 １
[JR 埼京線 ｢十条駅｣ から徒歩５分]

問い合せ先

｢自主自律｣ を建学の精神とし､
社会に貢献できる有能な人材の育成
を目的としています｡
本学は､ 明治14年和洋裁縫伝習所
の設立に始まり､ 大正11年東京女子
専門学校を経て､ 昭和24年東京家政
大学として発足､ 25年には短期大学
部も設置され､ 今年で創立136年を
迎えました｡ 建学以来､ 11万人を超
える卒業生の多くが本学で学んで得
た資格､ 免許､ 専門技能を生かして
それぞれの分野で専門職として第一
線で活躍しています｡

本学は､ 建学の
精神である ｢自主
自律｣ と､ 生活信
条としての ｢愛情､
勤勉､ 聡明｣ を大
切にしています｡
他者への愛情をも
ち適切な判断がで
山本 和人
き､ リーダーシッ
プを発揮できる知識は､ 頭のなかに
あるだけでは十分ではありません｡
社会と関わりながら､ 自分の生活､
職業のなかで率先して体現してこそ､
その価値があると思います｡ そのた
め創立以来､ 社会で自立して生きる
力､ 行動力をもつ女性たちを育てて
きました｡
本学には現在､ 大学４学部11学科
と大学院､ 短期大学部２科があり､
平成30年度には狭山キャンパスにリ
ハビリテーション学科を創設する予
定です｡ さらにヒューマンライフ支
援センターをはじめ７つの研究所・
センター・クリニックでは､ 地域社
会と連携しさまざまな活動に取り組
んでいます｡ まさに人間の生活を丸
ごと支援できる､ 充実した学修環境
があります｡ 今後はさらに枠組みを
整備し､ 活動の全体像をわかりやす
く伝えていきたいと考えています｡
学生一人ひとりと向きあう支援も
本学の大きな特徴です｡ 学生支援セ
ンターをはじめ学内の各部署では入
学から卒業､ さらに卒業後まで学生
を応援します｡ さまざまな学修､ 実
習､ 活動を通して自らの可能性を大
きく広げ､ あなたらしい生き方を見
つけられるよう､ 教員､ 職員が一体
となってサポートしていきます｡

◆狭山キャンパス
〒350 1398 埼玉県狭山市稲荷山２ 15 １
[西武池袋線 ｢稲荷山公園駅｣ から徒歩３分]

03 3961 5228 (板橋キャンパス・アドミッションセンター)

●児童学科
児童学専攻では､ 一人ひとりの子
どもを深く理解し､ 子どもの感受性
や想像力を豊かに育むことができる
保育士・幼稚園教諭を､ 育児支援専
攻では､ 育児に悩む家族への支援や
ソーシャルワークを実践できる保育
士・幼稚園教諭を育成します｡
●児童教育学科
授業力と学級経営力を身につけ､
特別支援教育やいじめ・不登校など
のさまざまな教育課題にも対応でき
る人間性豊かな小学校教諭を養成し
ます｡ 小学校教諭１種の免許に加え､
幼稚園教諭１種または中学校教諭２
種 (英語) の免許も取得できます｡
●栄養学科
栄養学専攻では､ 栄養について様々
な角度から学び､ 栄養士や家庭科教
諭をはじめ ｢食と健康｣ の分野で活
躍できる人材を､ 管理栄養士専攻で
は､ 臨床栄養学など医学的な分野ま
で深く学び､ 治療に向けた栄養管理
ができる管理栄養士を育成します｡
●環境教育学科
環境のなかでも暮らしに密着した
衣食住の諸問題について科学的に考
察し､ 専門的な知識や諸問題を解決
するための技術を学び､ 社会におけ
る環境教育､ 環境保全活動を行う力
を養います｡
●服飾美術学科
服飾を科学とファッションの両面
からとらえ､ 造形美を創造する豊か
な感性､ 幅広い専門知識と深い知性
を修得｡ 基礎と応用をバランスよく
学び､ アパレル業界や教員として活
躍できる人材を養成します｡
●造形表現学科
さまざまな造形表現を幅広く身に
つけ､ アート・映像､ デザイン､ 工
芸のさらなる創造の世界を広げます｡
自由な科目履習で自分にあった表現
方法を習得し､ 造形表現を生かした
社会貢献のできる人材を養成します｡

●英語コミュニケーション学科
カナダやイギリスの提携大学から
講師を招き少人数教育で英語力を磨
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きます｡ 英米文学や英語学のほか､
旅行・観光・ビジネスなどの知識を
身につけ､ 視野の広い総合力をもっ
た人材を育成します｡
●心理カウンセリング学科
多様な心理療法の理論や技能を基
礎から学べるカリキュラムで､ 豊富
な実習・演習を通してカウンセリン
グ力を身につけます｡ 子どもたちの
心のケアができる養護教諭を目指す
ほか､ 本学の大学院に進学し､ カウ
ンセラー等を目指します｡
●教育福祉学科
社会教育・社会福祉・心理学の幅
広い視点をもって､ 人々のライフサ
イクルに応じた的確なサポート､ 人
生の中で起こるさまざまな出来事に
対して社会的支援 (ソーシャルサポー
ト) ができる専門家を養成します｡

●看護学科
いのちの誕生から老いまで､ 人々
の多様なニーズに対応できる質の高
い看護の実践力を身につけます｡ 初
年次より臨地実習を行い､ 着実に専
門性を深めます｡ 看護師のほか､ 選
択で保健師や助産師の国家試験受験
資格も取得可能です｡
●リハビリテーション学科(仮称)※
作業療法学専攻と理学療法学専攻
の２専攻を設置し､ 高齢化社会で需
要の高まるリハビリテーション分野
で医療の高度化に対応できる作業療
法士､ 理学療法士を育成します｡
※平成30年４月､ 既存の看護学部は
新たにリハビリテーション学科
(設置認可申請中) を加え､ 健康
科学部 (仮称) に改組予定｡ 学部
学科名は仮称であり､ 計画内容は
変更になる場合があります｡

●子ども支援学科
子ども学に立脚し､ 子どもの存在
そのものを受けとめ､ 健常児も支援
を要する子も､ 文化の違いも国の違
いも､ すべてを乗り越え､ それぞれ
の子どもたちがもって生まれた可能
性を実現できるような支援に関わる
知識と技量を身につけます｡

｢家政学部｣ ｢人文学部｣ が４年間学ぶ板橋キャンパスは､
｢池袋｣ 駅からＪＲ埼京線で５分の ｢十条｣ 駅から徒歩５分｡
都心に近い好立地にあります｡ 緑に囲まれゆったりと学べる
広大な敷地には､ 充実した実験・実習室､ 図書館や温水プー
ル､ 学生寮､ 博物館､ 附属幼稚園や乳幼児の保育研究施設の
ナースリールームなどがあり､ 理想的な学びの空間です｡

｢健康科学部(仮称)※｣ ｢子ども学部｣ が４年間学ぶ狭山キャ
ンパスは､ 西武池袋線 ｢稲荷山公園｣ 駅から徒歩３分｡ 人
のこころを育てる､ 広大で緑豊かな落ち着いた環境で､ 保
育所・子どもクリニック・障害児支援施設・地域連携推進
センターなどが設置された､ 地域に根付くキャンパスです｡
※平成30年４月､ ｢看護学部｣ より ｢健康科学部(仮称)｣ に
名称変更予定｡ (認可申請中)

将来､ 専門職として活躍するための各種資格取得のサポートに力を入れており､
毎年全国平均を上回る高い国家試験合格率を誇っています｡
(2017年３月卒業者実績)
■管理栄養士(第31回／2017年)
管理栄養士専攻(新卒)

※全国平均合格率は54.6％

■社会福祉士(第29回／2017年)
教育福祉学科(新卒)

■幼稚園教諭 (児童学科)
東京都特別区 ５名､ 筑西市１名

受験者数：46人
合格者数：35人

■小学校教諭 (児童教育学科)
現役(新卒)正規合格者45名に加え臨時任用13名

※全国平均合格率は25.8％

■精神保健福祉士(第19回／2017年)
教育福祉学科(新卒)

受験者数：4人
合格者数：4人

■管理栄養士・栄養士 (栄養学科)
管理栄養士２名､ 栄養士 13名

※全国平均合格率は62.0％

学部

▲

■保育士
児童学科児童学専攻
23名
児童学科育児支援専攻 38名

受験者数：175人
合格者数：172人

学科・専攻
児童学
児童
育児支援

取 得 で き る 資 格 等
幼稚園教諭１種､ 保育士､ ☆社会福祉主事 他
幼稚園教諭１種､ 保育士､ ☆社会福祉主事､ 認定ベビー
シッター資格
小学校教諭１種､ 幼稚園教諭１種､ 中学校教諭２種
児童教育
(英語)､ 学校図書館司書教諭､ キャンプインストラクター
栄養士､ 中学校・高等学校教諭１種(家庭・保健)､ 栄
栄養学
養教諭２種､ ☆食品衛生管理者､ ☆食品衛生監視員､
家
フードスペシャリスト(受験資格) 他
栄養
栄養士､ 管理栄養士国家試験受験資格､ 中学校・高等
政
管理栄養士 学校教諭１種(理科)､ 栄養教諭１種､ ☆食品衛生管理
者､ ☆食品衛生監視員
中学校・高等学校教諭１種(理科)､ 高等学校教諭１種
環境教育
(理科・情報)､ 東京都１種公害防止管理者 他
中学校・高等学校教諭１種(家庭)､ 学芸員､ １級衣料
服飾美術
管理士､ ２級衣料管理士
造形表現
中学校・高等学校教諭１種(美術)､ 学芸員
英語コミュニケーション 中学校・高等学校教諭１種(英語) 他
人 心理カウンセリング 養護教諭１種､ 認定心理士(申請資格) 他
中学校教諭１種(社会)､ 高等学校教諭１種(公民)､ 社
会福祉士受験資格､ 精神保健福祉士受験資格､ 社会教
文 教育福祉
育主事基礎資格､ 認定心理士(申請資格)､ 学芸員 他
看護師国家試験受験資格､ 保健師国家試験受験資格
健 看護
(選択)､ 助産師国家試験受験資格(選択)
康
科
作業療法士国家試験受験資格(作業療法学専攻)､ 理学
※ リハビリテーション※ 療法士国家試験受験資格(理学療法学専攻)
子
幼稚園教諭１種､ 保育士､ 特別支援学校教諭１種､
ど 子ども支援
☆社会福祉主事
も
☆は任用資格
※平成30年４月設置認可申請中

ＵＲＬ：http://www.tokyo-kasei.ac.jp/

平成30年度入試は､ 渡邉辰五郎 (自主自律) 入試､
ＡＯ入試 (造形表現学科のみ)､ 推薦入試 (公募・指
定校)､ 一般入試 (統一地区・１期・２期)､ センター
試験利用入試 (Ａ〜Ｄ日程) 等を実施｡ 一般入試は
ひとつの試験成績を利用して大学・短大の複数の学
科・科・専攻に出願できます｡ (一部例外あり)
★一般推薦入試､ 一般入試､ センター試験利用入試
はすべてインターネット出願になります｡ 出願の方
法は入試要項 (９月以降無料配布) またはホームペー
ジをご覧ください｡

森のサロンは０〜３歳児親子と学生ボランティア
や保育士､ 教職員が集う子育て広場｡
週５日10：00〜16：00に開催しており､ 学生企画
によるミニイベントや読
み聞かせ､ おやつ紹介､
教員によるお話会などを
行っています｡ 児童・保
育をはじめ全学科の学生
が参加し､ 学びを実践で
きる場となっています｡

E-mail：nyushi＠tokyo-kasei.ac.jp
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