所在地

1949年
1988年
1992年
2002年
2004年
2011年

2016年

各種学校 ｢遠州基督学園｣
設立
｢聖隷介護福祉専門学校｣
開学
｢聖隷クリストファー看護大
学｣ 開学
｢聖隷クリストファー大学｣
に名称変更､ 社会福祉学部
増設
リハビリテーション学部増設
大学院を看護学研究科､ リ
ハビリテーション科学研究
科､ 社会福祉学研究科の博
士前期課程・博士後期課程
に改編､ 聖隷クリストファー
大学附属クリストファーこ
ども園開設
｢聖隷クリストファー大学介
護福祉専門学校｣ 開設

1930年､ クリスチャンの若者たち
が結核患者のために病舎を建て､ 温
かく迎え入れ看護を始めたことが本
学の原点です｡ これに象徴されるキ
リスト教の精神による ｢生命の尊厳
と隣人愛｣ を建学の精神として､ 福
祉・医療のパイオニアとして活躍し
続けてきた聖隷グループの80余年の
伝統と実績を生かし､ 充実した学習
環境を確立しています｡

人を対象とする援助の学問は､ サ
イエンスでありアートであるといわ
れます｡ このような専門的な援助は､
サイエンスに裏打ちされた高度な知
識､ 技術､ そして豊かな感性と鋭い
科学的観察眼で､ 人々の健康や生活
上の問題をみぬき､ その援助をアー
トとして､ 温かい心で個々の人に適
したように創意工夫をこらして行う
ということです｡
本学では､ このような専門職業人
を育成するために､ 専門的な幅広い
学びが､ 関心を深めながら系統的に､
各学部で独自にまた協同で進められ
るように教育上の工夫をしています｡
人の命や生活､ 人生をあずかる専
門職を志す皆さまを心から応援し､
人と深くかかわる尊い職業をめざし
て学ぶ幸せや喜びを味わっていただ
きたいと願っています｡

静 岡 県 浜 松 市 北 区 三 方 原 町 3453 (〒433 8558)
電 話：053 (439) 1400 (代表)
F A X ：053 (439) 1406

■看護学部
看護学科 150名
基本精神は､ 生命の尊厳を守るこ
とと隣人愛｡ その実現のため､ 専門
知識や技術の修得のみならず､ 心豊
かな人間教育にも力を入れています｡
また､ 充実した講義・演習､ 聖隷グ
ループ施設での実習を通して､ 確か
な実践力を身につけ､ 体だけでなく
心の痛みにも寄り添い､ 励ますこと
のできる看護専門職を養成します｡

■リハビリテーション学部
理学療法学科 40名
人体構造や生理学､ 障害と病気な
どを理解し､ 身体機能を回復させる
ための治療法や技術をきめ細かく学
修｡ 実習前にはロールプレイを通し
て実技と知識を身につけ､ 卒業研究
は各自が興味をもったテーマに取り
組みます｡ 実際の臨床に絡めた学修
を通して実践力を磨き､ 深い人間性
をも備えた理学療法士を養成します｡
作業療法学科 30名
障害のある人がその人らしい生活
を獲得できるよう､ さまざまな作業
活動を用いて行う治療､ 訓練､ 援助
の方法を学びます｡ 専門科目では､
症例を課題として解決法を見いだし
ていく PBL (問題基盤型学習) を
用い､ どのような対象者にも対処で
きる力､ 論理的思考力､ 応用力など
を備えた作業療法士を養成します｡
言語聴覚学科 25名
ことばが使えない､ はっきり発音
できない､ 聞こえない､ 食べたり飲
んだりできない…｡ 言語聴覚学科で
は､ これら障害のある人のコミュニ
ケーション能力の獲得や飲み込み機
能の回復を図るための専門知識や技
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術を学びます｡ 少人数だからこそ､
一人ひとりに合わせた細かな指導・
支援が実現しています｡

■社会福祉学部
社会福祉学科 40名
マネジメント／保健医療ソーシャ
ルワーク／アクティブライフ／スクー
ルソーシャルワークの４コースを学
修モデルとし､ 相談援助のプロとし
て人や社会､ コミュニケーションの
理解を基盤とした専門職をめざして
学び､ 実習やインターンシップも行
います｡
介護福祉学科 25名
生活を支える介護福祉を実践し､
マネジメントを行い､ 他職種と連携・
協働をできるリーダーを育成します｡
また系列の病院や福祉施設の協力の
もと現場実習を行い､ 介護サービス
の高度化に対する社会的な要請に応
える､ 専門職者としての介護福祉士､
そのリーダーを育成します｡
こども教育福祉学科 40名
保育・幼児教育などの専門性と実
践力に加え､ 家族に対する相談援助
ならびに子育てしやすい地域環境づ
くりを行う専門知識と技術を身につ
けます｡ また､ 大学附属の認定こど
も園を開設し､ さらに充実した実習
環境を整えています｡

〜
大谷バス停

社会福祉学部

〜
日(金･祝)・ 月 日(土)
対象 看護学部､ リハビリテーション学部､ 社会福祉学部､ 助産学専攻科

対象
対象

〜
大学祭･ホームカミングデー 同日開催
看護学部､ リハビリテーション学部､ 社会福祉学部

日(土)

▲

月

対象

〜

社会福祉学部

日(土)

▲

月

日(土)

▲

月

▲

月

日(土)

▲

月

対象

〜
看護学部､ リハビリテーション学部､ 社会福祉学部

※詳細は大学

にて

専門職連携カリキュラム
本学には看護・リハビリテーション・社会福祉､
その３分野の専門職者が連携・協働する場面にお
いて活躍できる､ 高度専門職業人の育成をめざす
博士 (前期・後期) 課程があります｡ 学部教育に
おいても保健医療福祉の総合大学ならではの ｢専
門職連携カリキュラム｣ を必修科目とし､ 対人援
助における多職種の連携・協働の必要性を理解し､
多角的なものの見方を身につけます｡

聖隷グループは､ 設立以来70余年を経て､ 現在
全国約300カ所・従事者約13,000名の日本有数の医
療・福祉・教育集団となっています｡
キャンパスのある静岡県西部の浜松市三方原地
区は､ 聖隷グループ発祥の地｡ 総合病院､ 特別養
護老人ホーム､ 知的障害児 (者) 施設､ ケアハウ
スなど20以上のさまざまな施設が集まり､ 保健医
療福祉の一大ゾーンを形成しています｡
教室を一歩出ればそこに､ 学んでいることが実
践されている場所があるという環境は､ 生きた学
修に最適です｡ また､ これら施設の協力を得て､
実習を行っています｡

本学での学びを通して､ 次のような資格の取得が
可能です｡
■看護学部
看護師・保健師の国家試験受験資格､ 養護教諭１
種免許状
■リハビリテーション学部
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の国家試験
受験資格 ＊学科により異なる
■社会福祉学部
社会福祉学科
社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験受験資格
介護福祉学科
介護福祉士・社会福祉士の国家試験受験資格
こども教育福祉学科
保育士登録資格､ 幼稚園教諭１種免許状､ 社会福
祉士国家試験受験資格

▲

看護学部では､ 基礎・成人・母子・地域など領
域に応じた看護実習室､ リハビリテーション学部
では､ 機能訓練室・作業技術学実習室・音声室､
社会福祉学部では介護実習室・保育実習室・ピア
ノ演習室など､ 本番さながらに専門技術を学ぶこ
とができる設備を備えています｡
また共用実験機器としてリアルタイムな脳機能
計測ができる光トポグラフィ装置も設置していま
す｡ コンピュータ教室は授業時間外には開放し､
図書館には保健医療福祉とその関連分野を中心に
10万冊以上の蔵書があり､ 学習を支援｡ 他にも臨
床心理士が相談に応じる学習相談室や､ 健康管理
センターなど､ 学習生活を支える施設も充実して
います｡

▲
▲

＊下記資格はいずれの学科でも取得可能

社会福祉主事任用資格､ 児童指導員任用資格､
福祉レクリエーション･ワーカー認定資格

低学年 (１､ ２年次) では､ 専門職としてのキャ
リア育成を図るために､ 地域で活躍する専門職者
の方による講演会を開催し､ 専門職としての働き
方について理解を深める機会とします｡
高学年 (３､ ４年次) では､ 就職活動の開始に
合わせて随時進路ガイダンスを行います｡ 先輩の
就職活動体験を聞く就職活動報告会､ 卒業生から
直接就職活動体験を聞く卒業生と在学生の懇談会､
病院・施設・企業の人事担当者をお招きして学内
で行う病院・施設・企業説明会を開催し､ 志望先
について理解を深める機会とします｡

大学ホームページ：http://www.seirei.ac.jp
E-mail：cl-entrance＠seirei.ac.jp
入試・広報センター直通：053 (439) 1401
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