所在地

神奈川県鎌倉市大船 6 丁目 1−3 (〒247 8512)
電 話 (0 4 6 7) 4 4−2 1 1 7 (入試・広報センター)
(JR 東海道線・横須賀線・京浜東北根岸線 ｢大船駅｣ 下車

昭和18年､ 神奈川県初の女子専門
学校として横浜市で発足｡ 戦災で校
舎を消失｡ 昭和21年､ 鎌倉市に移り､
25年､ 短期大学を､ 34年､ 大学を設
立｡ 昭和時代は､ 京浜女子大学を名
乗ったが､ 平成元年､ 名実共に鎌倉
女子大学と校名を変更｡ 平成15年､
60周年を迎えると共に､ 新たに大船
キャンパスを開設し､ 大学・短期大
学部を移転した｡ 21世紀の到来と共
に､ 創造的学園経営に着手し､ 平成
14年度､ わが国初の ｢児童学部｣ を
設置し､ ｢児童学科｣ に加え､ 先駆
的に ｢子ども｣ に着目した ｢子ども
心理学科｣ を併設した｡ 17年度には､
これまでの ｢管理栄養学科｣ の他､
｢家政学部｣ 内に新たに養護教諭の
免許状も取得出来る ｢家政保健学科｣
を設置｡ 18年４月､ 大学院 ｢児童学
研究科児童学専攻 (修士課程)｣ を
開設した｡ また､ 21年４月には､ 従
来の ｢教育学科｣ を ｢教育学部｣ と
し､ 教員養成の質量の拡充を図った｡

理事長・学長 福 井 一 光
大学において高度の知識や技術を
身につける理由は､ それぞれの与え
られた生活の場面において､ 世のた
め人のために貢献し､ 社会の皆さま
から喜ばれる一人ひとりになってい
くことにあります｡
本学では､ ｢感謝と奉仕に生きる
人づくり｣ の他､ ｢人・物・時を大
切に｣､ ｢ぞうきんと辞書をもって学
ぶ｣ といった具体的な教えや､ ｢黙
想の時間 ( 論語 の 日に三たび
吾が身を省みる の教え)｣ を通し
て､ 自分自身を謙虚に見つめつつ､
知恵と礼節と勇気をもって働くこと
の出来る実践的な人間の育成に努め
ています｡

●大学院
児童学研究科児童学専攻 (修士課程)
｢児童学総合クラスター｣､ ｢子ども
心理学クラスター｣､ ｢学校教育学ク
ラスター｣ の３分野からなり､ 児童
学全域と心理学 (18歳未満の子ども
を主題とする)､ そして教職に関わ
る知見と技法を開発する｡
●家政学部
家政保健学科 生活世界に根差した
視点から家庭や地域､ 企業活動､ 学
校教育を解析し､ 自立した生活者と
して､ 健康で快適な毎日を創造する
ことの出来るリーダーを育成する｡
また､ 保健問題に対応出来る養護教
諭の養成にも取り組む｡
管理栄養学科 栄養・調理・食品・
健康に関する専門的知識を修得し､
医療スタッフや健康管理のカウンセ
ラーとして活躍出来る栄養士・管理
栄養士・栄養教諭の養成を目指す｡
●児童学部
児童学科 未来を担う子どもの精神
と生活を深く理解し､ 全面的にサポー
トする学校教育職員を初めとした児
童関連諸領域のプロフェッショナル
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徒歩８分)

を育成する｡
子ども心理学科 18歳未満の子ども
の心と行動を､ その生きる自然的・
文化的環境に立ち返って紐解き､ 今
日の児童問題についての心理学的な
基礎・応用力を身につける｡ 将来､
教育・保育・ビジネスの領域で心理
学の専門的知識と技術を活かした活
動が出来るよう支援する｡
●教育学部
教育学科 価値観が多様化した時代
にあって確かな倫理的判断力をもち､
学力向上に寄与し得る､ 小学校から
高等学校までの専科に強い教員養成
を主題とする｡
●短期大学部
初等教育学科 児童教育と乳幼児福
祉についての専門的な職能を身につ
け､ 幼・少年期の教育の場 (家庭・
保育所・幼稚園・小学校等) にあっ
て､ 子どもの健全育成に全面的に取
り組むことの出来る人材を育成する｡
専攻科 (１年課程) ｢幼児教育・子
育て支援コース｣ と ｢幼児体育・子
ども野外活動コース｣ から編成され
ている｡

学
部

学科

家 家政保健学科
政
学
部 管理栄養学科

児童学科

入学定員
80名

120名

170名

児
童
学
部
子ども心理学科

教
育
教育学科
学
部

短
初等教育学科
期
大
学
部 専攻科 初等教育専攻

50名

80名

200名

20名

取得できる免許・資格

選抜方法

中学校･高等学校教諭１種免許状(家
庭)(保健)
養護教諭１種免許状
衣料管理士２級
インテリアプランナー登録資格
フードスペシャリスト
管理栄養士国家試験受験資格
栄養士免許証
栄養教諭１種免許状
食品衛生管理者(任用資格)
食品衛生監視員(任用資格)
幼稚園教諭１種免許状
小学校教諭１種免許状
特別支援学校教諭１種免許状(知的
障害者･肢体不自由者･病弱者)
保育士資格
児童厚生１級指導員資格
レクリエーション･インストラクター
中学校教諭１種免許状(国語)〈教育
学科の教職課程履修〉
認定心理士
認定ムーブメント教育･療法中級指
導者資格
幼稚園教諭１種免許状〈児童学科の
教職課程履修〉
小学校教諭１種免許状〈児童学科の
教職課程履修〉
養護教諭１種免許状〈家政保健学科
の教職課程履修〉
特別支援学校教諭１種免許状(知的
障害者･肢体不自由者･病弱者)〈児
童学科の教職課程履修〉
小学校教諭１種免許状
中学校教諭１種免許状(国語)(社会)
高等学校教諭１種免許状(国語)(地
理歴史)(公民)
学校図書館司書教諭
博物館学芸員
特別支援学校教諭１種免許状(知的
障害者･肢体不自由者･病弱者)〈児
童学科の教職課程履修〉
幼稚園教諭２種免許状
小学校教諭２種免許状
保育士資格
児童厚生２級指導員資格
レクリエーション･インストラクター
秘書士
認定ムーブメント教育･療法中級指
導者資格
キャンプインストラクター
自然体験活動指導者

出願期間

試験日･審査日 合格発表日

集団討論・
ＡＯ入試
10/５(木)〜10/16(月) プレゼンテーション
(高大接続重視型)
９/30(土)
10/20(金)
消印有効
〈管理栄養学科､
※１
小論文･面接
短大除く〉
10/１(日)
ＡＯ入試
(自己推薦型)
〈短大のみ〉

公募推薦入試
(全会場)

９/19(火)〜９/29(金)
消印有効
※２
11/１(水)〜11/10(金)
消印有効

一般入試
Ⅱ期

センター試験利用
入試Ⅰ期

センター試験利用
入試Ⅱ期

10/３(火)

11/19(日)

11/27(月)

１/27(土)

１/30(火)

２/４(日)

２/９(金)

２/27(火)

３/１(木)

個別試験
実施せず

２/９(金)

個別試験
実施せず

３/１(木)

11/11(土)窓口受付

一般入試
１/５(金)〜１/23(火)
Ⅰ期Ａ日程
消印有効
(地区入試･スカラシップ
１/24(水)窓口受付
入試含む)
一般入試
Ⅰ期Ｂ日程

９/10(日)

１/５(金)〜１/30(火)
消印有効
１/31(水)窓口受付
２/12(月)〜２/22(木)
消印有効
２/23(金)窓口受付
１/５(金)〜２/２(金)
消印有効
２/３(土)窓口受付
２/12(月)〜２/22(木)
消印有効
２/23(金)窓口受付

※１ ＡＯ入試 (高大接続重視型) は､ ８／28(月)〜９／８(金)にエントリーをし
て､ ９／15(金)に書類審査結果通知を行う｡ 通過者を対象として､ ９／30(土)・
10／１(日)に試験を実施し､ 出願許可通知を受けた者が出願できる｡
※２ ＡＯ入試 (自己推薦型) は､ ８／７(月)〜８／25(金)にエントリーをして､
９／４(月)に書類審査結果通知を行う｡ 通過者を対象として､ ９／10(日)に小
論文・面接試験を実施し､ 出願許可通知を受けた者が出願できる｡

大学ホームページ：http://www.kamakura-u.ac.jp
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