所在地

593(推古元)年
聖徳太子が四天王寺敬田院を創設
1922(大正11)年
四天王寺学園を創設､ 天王寺高等女学
校(現 四天王寺高等学校・中学校)と
して発足
1957(昭和32)年
四天王寺学園女子短期大学を開設
1967(昭和42)年
四天王寺女子短期大学と改称､ 四天王
寺女子大学文学部を開設
1981(昭和56)年
四天王寺国際仏教大学(共学)および同
短期大学部(女子)に改称
2000(平成12)年
四天王寺国際仏教大学文学部を人文社
会学部に改称
2003(平成15)年
四天王寺国際仏教大学大学院を設置､
四天王寺国際仏教大学短期大学部を共
学に改制
2008(平成20)年
四天王寺大学大学院､ 四天王寺大学お
よび四天王寺大学短期大学部と改称
四天王寺大学に人文社会学部言語文化
学科中国語アジア文化専攻(アラビア
語アラビア文化専攻から名称変更)､
英語文化学科､ 教育学部教育学科､ 経
営学部経営学科を設置
2009(平成21)年
四天王寺学園小学校開設
2010(平成22)年
四天王寺大学短期大学部生活科学科を
生活ナビゲーション学科に名称変更､
生活科学専攻をライフデザイン専攻に
名称変更
2012(平成24)年
四天王寺大学人文社会学部に日本学科
および国際キャリア学科を設置､ 人間
福祉学科社会福祉専攻を健康福祉専攻
に名称変更､ 四天王寺大学短期大学部
生活ナビゲーション学科生活福祉専攻
をライフケア専攻に名称変更
2014(平成26)年
四天王寺大学教育学部教育学科小学校・
幼児教育コースを小学校・幼児保育コー
スに名称変更し､ 保育士養成課程を設
置
四天王寺学園中学校設置
2016(平成28)年
四天王寺大学経営学部経営学科に公共
経営専攻・企業経営専攻設置
2017(平成29)年
四天王寺学園小学校を四天王寺小学校
と改称
四天王寺学園高等学校設置

大阪府羽曳野市学園前 3 丁目 2−1 (〒583 8501)
電 話：( 0 7 2 ) 9 5 6 − 3 1 8 1 (代表)
F A X ：( 0 7 2 ) 9 5 6 − 6 0 1 1 (代表)

本学は聖徳太子の仏教精神を礎とし､
教学の偉業を今に継続し発展させること
を理想としています｡ 聖徳太子ご創建の
四天王寺には､ 悲田院・療病院・施薬院・
敬田院の四箇院があり､ 中でも敬田院は
人間教育の場として､ 実に日本最古のア
カデミーでありました｡ この敬田院事業
の一つが本学であります｡

キミの未来へチャレンジを！
学長 岩尾 洋
将来の夢を叶えるには､ 基礎学力の底
上げが必要です｡ 例えば英語も､ 受験英
語ではなく､ 社会で役立つ英語を身につ
けること｡ 授業への出席はもちろん､ で
きるだけ早くから社会と触れあって学ぶ
体験が重要です｡ 本学では､ 学外に向け
て自分で組み立て発信する COCOROE
(こころえ) プロジェクトを設けていま
す｡ 先生の評価だけでなく､ 社会からも
評価をもらうことは､ 自分を知り高めて
いくのに役立ちます｡ 学生という時間だ
からこそできるチャレンジをして欲しい｡
必ず成功するとは限りません｡ むしろ失
敗こそが学ぶチャンスです｡ だから恐れ
ずに挑戦してください｡ 全教職員は､ 一
人ひとりの夢の実現を全力で応援します｡
本学でぜひ､ 未来をリードできるキミに
育ってください｡

●日本学科
正確な国語・日本語運用能力と､ 自分
の興味や将来の目標に合わせたプラスア
ルファの領域を学び､ 中学・高等学校教
員をはじめとする ｢国語｣ のプロフェッ
ショナルを育成します｡
●国際キャリア学科
2018年４月､ ｢国際ビジネスコース｣
｢国際理解・協力コース｣ ｢英語・英語教
育コース｣ を新たに設置し､ 将来の進路
をより明確にしたカリキュラムへと進化｡
海外留学では､ 成績優秀者に留学奨学金
100万円以上相当が支給されるなど､ や
る気にあふれる学生への奨学金制度も充
実しています｡
●社会学科
｢人間・社会｣ ｢地域・環境｣ ｢メディ
ア・カルチャー｣ ｢心理｣ の４つのコー
スを設置｡ 幅広い観点から現象を深く掘
り下げ､ 社会的な問題について自ら学ぶ
環境を整えています｡
●人間福祉学科・健康福祉専攻
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｢こころと身体の健康｣ をサポートで
きる社会福祉士や精神保健福祉士を養成｡
国家試験対策科目が１年次より本格的に
スタートし､ 早期から試験対策に特化し
た講義を段階的に履修することで､ 合格
に見合う知識を着実に身につけます｡

●教育学科
小学校教諭・幼稚園教諭・保育士を養
成する ｢小学校・幼児保育コース｣､ 中
学校・高等学校の英語教諭､ 小学校教諭
を養成する ｢中学校英語・小学校コース｣､
養護教諭､ 保健室の先生を養成し､ 小学
校教諭免許も取得できる ｢保健教育コー
ス｣ の３コースを設置｡ 50年にわたる小
学校教諭養成の伝統があり､ 公立小学校
教員採用試験現役合格者数は西日本私立
大学でトップクラスの実績を誇ります｡

●経営学科
｢公共経営専攻｣ と ｢企業経営専攻｣
の２つの専攻を設置｡ ｢公共経営専攻｣
では､ 大手ライセンススクール 東京ア
カデミー と連携した学内ダブルスクー
ル制度で難関公務員試験合格に向けたカ
リキュラムを設定｡ ｢企業経営専攻｣ で
は､ 企業インターンシップを必修とし､
実践力を身につけた上でめざす進路を実
現します｡

●保育科
50年にわたる伝統を誇り､ 保育職への
就職率は100％｡ 音楽棟でのレベル別ピ
アノ指導や､ １・２年生が合同で行う
｢保育実践演習｣ で､ 信頼される幼稚園
教諭・保育士をめざします｡
●生活ナビゲーション学科
・ライフデザイン専攻
｢ビジネス・情報｣ ｢デザイン｣ ｢健
康・ビューティ｣ ｢インテリア｣ ｢フー
ド｣ ｢ファッション｣ ｢観光｣ ｢ブライ
ダル｣ からなる８つのフィールドから､
自分らしく学びを選択します｡ 社会人
基礎力やビジネス関係の科目も充実し､
就職や進学をサポートします｡
・ライフケア専攻
介護報酬請求事務など､ 福祉に関す
る幅広い学びで､ より質の高いサービ
スを提供できる介護福祉士を養成｡ 学
内の充実した施設・設備で､ 少人数制
の指導が受けられます｡ また､ ライフ
ケア専攻を対象に入学金を免除する介
護福祉士育成奨学金も設置しています｡

平成29年度 教員採用試験最終結果
／保育士資格､ 幼稚園教諭一種免許状､ 小学校教諭
一種免許状､ 中学校教諭一種免許状 (国語・英語・社会・
保健)､ 高等学校教諭一種免許状 (国語・英語・地理歴史・
公民・福祉・保健・書道)､ 養護教諭一種免許状､ 社会福
祉士国家試験受験資格､ 精神保健福祉士国家試験受験資格､
社会福祉主事任用資格､ 学校図書館司書教諭､ 博物館学芸
員､ 児童指導員任用資格､ 社会調査士､ 認定心理士､ 児童
福祉司任用資格※､ 知的障害者福祉司任用資格※､ 身体障
害者福祉司任用資格※､ 第一種衛生管理者免許､ 初級障が
い者スポーツ指導員､ ピアヘルパー受験資格､ 日本語教員
養成プログラム修了証明書 (本学認定)
※社会福祉士の資格取得が要件
／幼稚園教諭二種免許状､ 保育士資格､ 介護
福祉士国家試験受験資格､ 社会福祉主事任用資格､ 秘書士､
レクリエーション・インストラクター､ 情報処理士

合格者総数１６８名

(既卒業生含む)
(平成29年3月10日)

(うち､現役生89名 実数82名)

《教育学部》

小学校教諭
近畿116(63)

関東

9 (7)

東海
信越
中国
四国

1 (1)
1 (1)
2
1

１３０名

(72名 実数65名)

大阪府
大阪市
堺 市
豊能地区
奈良県
和歌山県
千葉県
神奈川県
愛知県
長野県
岡山県
高知県

55(28)
20(16)
10 (6)
1
8 (6)
12 (3)
2 (2)
2 (1)
1 (1)
1 (1)
1
1

特別支援学校教諭(幼小共通)
国際キャリア学科では､ 学生一人ひとりの夢の実現をさ
らに強くサポートするために､ 2018年より３つのコースを
導入｡ ２年次からいずれかのコースを選択し､ 将来の進路
をより明確にした専門的な学びを展開します｡ 高い英語運
用力と専門性を身につけ､ 着実に希望の進路へと導きます｡
国際ビジネスコース…経済学や経営学､ 会計学などを専門
的に学ぶほか､ 国内外の企業で活躍するための高度な英語
運用ができる語学力やマネジメント力を修得します｡
〈めざせる進路〉国内外企業､ 金融機関､ 貿易商社､ 観光
業界､ 航空業界 他
国際理解・協力コース…国際関係や政治､ 環境問題､ 各国
の文化・社会・歴史を専門的に学ぶことで､ 異文化への理
解を深め､ 国際協力のための実践力を養成します｡
〈めざせる進路〉N P O ・ N G O､ 国際協力関連機関､ 国内
外企業 他
英語・英語教育コース…読む､ 書く､ 話す､ 聞くの４技能
の指導技術を養成｡ 海外文化などの知識を修得し､ グロー
バル時代に対応した英語教育の実践力を身につけます｡
〈めざせる進路〉中学校・高等学校教員(英語)､ 教育関連
機関・企業 他

大阪府

兵庫県
神戸市
京都府
滋賀県
三重県

3 (2)
3 (1)
1 (1)
1
2

横浜市
川崎市

4 (3)
1 (1)

広島県

1

堺 市
和歌山県

1
2

１名

1

《教育学部 (保健教育コース)》
養護教諭 １０名 (2名)
大阪府
大阪市

5 (2)
2

《人文社会学部・教育学部(中学校英語・小学校コース)》
中学校教諭 ２５名 (13名)
国
英
英
国
英

大阪府
大阪市
奈良県

高等学校教諭

語
語
語
語
語

２名

大阪府

国
英

6
7
2
3
2

(4)
(5)
(2)
(1)
(1)

国 語
和歌山県 英 語
社 会
国 語
神戸市
社 会

1
1
1
1
1

(2名)

語
語

1 (1)
1 (1)

(

)内は､ 現役生

※大阪府は､小中いきいき連携を含む
※大阪市は､幼小共通を含む

OPEN CAMPUS 2017
７/８(土)･９(日)､ ８/17(木)･18(金)

伝統的に ｢教員養成に強い四天王寺｣ と言われてきた本
学では､ 教員免許を取得し､ 教員をめざす学生のために
｢教職教育推進センター｣ を設置しています｡
各種の教員免許状取得のための履修相談をはじめ､ 教員
採用試験に関する情報提供や相談指導､ 学力向上のための
対策講座はもちろん､ 教員としての専門性を向上させるた
めに必要な学校インターンシップやボランティアなどにつ
いてのサポート体制が用意され､ 入学から卒業まで､ 教職
への一貫した支援と指導を得ることができます｡

ＡＯ入試オープンキャンパス参加型セミナー同時開催！

９/10(日)､ 10/１(日)
推薦入試対策講座開催！

11/３(金･祝)
入試相談
■全体入試説明会
■学部・学科別イベント
■キャンパスツアー
■ランチサービス
■クラブパフォーマンス

ラーニング・コモンズは学生が自主学習のために使用で
きる空間です｡ 自分の研究をプレゼンテーションし､ 仲間
とディスカッションを重ねることで､ 新たな価値観を養う
ことが出来ます｡ ラーニング・コモンズでは､ ｢パソコン｣
｢プロジェクタ｣ ｢自由に移動できるホワイトボード｣ といっ
たツールが用意されています｡

12/10(日)
一般入試対策講座開催！
■個別相談コーナー
■グッズ・ドリンクサービス
■COCOROE ミュージアム
■スタンプラリー など

■近鉄南大阪線 ｢藤井寺｣ 駅､ または ｢古市｣ 駅から ｢四
天王寺大学｣ 行きの近鉄バスで約15分｡

生活ナビゲーション学科ライフケア専攻独自の奨学金制
度で､ 入学金 (30万円) を免除します｡ 全ての入試が対象
となり､ 経済的な負担を大幅に軽減し､ 介護福祉士への夢
を全面的に応援します｡

■自動車通学なども認められており､ 1300台 (自動車約700
台､ バイク約600台) 収容のゆとりの学生専用駐車場を備
えています (無料)｡

ホームページ：http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/
E-mail：nyushi＠shitennoji.ac.jp

75

