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た実習環境のもと、理学療法、作業療法の連携協力を学
び、リハビリテーション医療全体についての理解を深め
ます。地域社会に貢献できる理学療法士、作業療法士を
育成します。
短期大学部 　日本語日本文学科　日本語や日本文学の
学習を通じて日本の文化を理解し関心を高めます。新し
いメディアを駆使したプレゼンテーションなども行いま
す。
保育科　1966年の開学以来、地域から高い評価を得てい
ます。「感性豊かな保育者」をめざし、保育に情熱を抱く
学生と共に、これからの保育の向上に力を注いでいます。
音楽科　作編曲・声楽・ピアノ・管弦打・総合音楽の各専攻
分野において、演奏経験・指導経験に富んだ教授陣・講師
陣が学生２人に講師１人の少人数制で指導に当たります。

　各キャンパスに設置された「キャリアサポートセン
ター」では、キャリア開発のための授業、インターンシッ
プ、就職支援のための講座やセミナーなど、きめ細かな
指導により実践力を養います。

就職＆キャリア支援

　常葉大学には、総合大学ならではの幅広い学びがあり
ます。めざすキャリアイメージと学びたい分野によって
自由な学部学科の選択が可能です。
教育学部 　初等教育課程／生涯学習学科／心理教育学
科　初等教育課程では、小学校・中学校の教員免許に加
え、希望すれば高等学校や特別支援学校の教員免許も取
得できるように、独自の教員養成システムを導入してい
ます。生涯学習学科では、生涯学習、生涯スポーツの２
専攻による実践重視型のカリキュラムが特長です。心理
教育学科では、子どもたちの「こころのケア」家庭・地
域での発達支援を学びます。
外国語学部 　英米語学科／グローバルコミュニケー
ション学科　英米語学科では、ネイティブスピーカーの教
員を中心に、英語漬けのカリキュラムで語学力を磨きま
す。グローバルコミュニケーション学科では、エリアス
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タディ［地域研究］で東アジア（中国・韓国）、スペイン・
ラテンアメリカ（スペイン・ブラジル）の言語や文化を学
びます。
経営学部 　経営学科　「経営」「会計」「情報」「経済」
など幅広く経営に関わる領域を学び、ビジネスで求めら
れる知識とスキルを身につけます。静岡草薙と浜松のど
ちらのキャンパスで学ぶかを自由に選択できます。
社会環境学部 　社会環境学科　地球環境や防災を専門
的に学ぶ学科として、環境や防災、危機管理などをテーマ
に社会システム全体について、文系・理系を融合した幅
広い視点から学び、社会に貢献できる人材を育成します。
保育学部 　保育学科　教養、専門性、実践力を兼ね備え
た保育現場のリーダーを育成します。「保育心理学」「子育
て・療育支援」「感性教育」の３分野で、専門性を深めます。
造形学部 　造形学科　ものを創造し、価値を提案する
人材を育成します。「アート表現（３領域）」と、社会に役
立つ実践的なデザイン開発を学ぶ「ビジュアル」「デジタ
ル表現」「環境」の３つのデザイン系専門コースを設置。
法学部 　法律学科　法的な視点から地域社会や民間企
業が抱える課題と向き合い、解決する方法を学びます。
卒業後は、公務員や公的機関職員、民間企業の法務部門
など幅広い分野での活躍が期待されます。
健康科学部 　看護学科／静岡理学療法学科　高度化す
る医療ニーズに対応するため、実践的で専門的なカリ
キュラムで学び、チーム医療の一員として役割と責任を
担い、広く地域医療の現場で活躍できる看護師、理学療
法士を育成します。
健康プロデュース学部 　健康栄養学科／こども健康学
科／心身マネジメント学科／健康鍼灸学科／健康柔道整
復学科　栄養、子育て、スポーツ、健康保持・増進の切
り口から健康について的確なアドバイスやサポートがで
き、地域に貢献できる人材を育成します。
保健医療学部 　理学療法学科／作業療法学科　充実し

 初等教育課程 
教育学部 生涯学習学科 
 心理教育学科 

外国語学部 英米語学科 
 グローバルコミュニケーション学科 
経営学部 経営学科 ※
社会環境学部 社会環境学科 
保育学部 保育学科 ＊

短期大学部 日本語日本文学科 
 保育科 ＊　
造形学部 造形学科 
短期大学部 音楽科 　
法学部 法律学科 

健康科学部 看護学科 
 静岡理学療法学科 　
経営学部 経営学科 ※
 健康栄養学科 
 こども健康学科 
健康プロデュース学部 心身マネジメント学科 
 健康鍼灸学科 
 健康柔道整復学科 

保健医療学部 理学療法学科 
 作業療法学科 　
※経営学部は２キャンパス合計数
＊定員変更構想中

●学部・学科組織（ 年４月～）
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●2018年４月、JR草薙駅近くに新キャンパス誕生
●10学部19学科と短期大学部３学科を有する静岡県内私立大学最大規模の総合大学
●静岡県内全域に展開する大学と短期大学部の４キャンパスで地域が求める人材を育成
●大学は全学部統一入試で複数学部複数学科の併願が可能。検定料割引でお得に併願！
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CAMPUS情報

〈静岡キャンパス〉7/22㈯・23㈰
〈浜松・富士キャンパス〉 7/22㈯・23㈰、8/19㈯・20㈰、9/24㈰

※9/24㈰は浜松のみ
【内容】 学科紹介・体験授業・入試説明会・個別相談（入試相談・

学科説明・学生生活等）・キャンパスツアーなど
〈常葉大学短期大学部〉6/24㈯、7/22㈯、8/19㈯

オープンキャンパス2017

〠420‒0911　静岡県静岡市葵区瀬名1‒22‒1　入学センター　☎054‒263‒1126　〈HP〉http://info.tokoha-u.ac.jp　〈短大HP〉http://www.tokoha-jc.ac.jp
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請求ハガキ

料　金

【常葉大学】●全学部統一入試を実施（奨学生入試・一般
入試）●ネット出願●併願割引制度で複数学科の同時出
願がお得（奨学生入試・一般入試・センター試験利用入試）
●奨学生入試は授業料減免特待生Ａ（全額）、Ｂ（半額）を
300人選抜。一般合格あり●一般入試・センター試験利
用入試（前期日程のみ）の成績上位者各30人減免あり
【常葉大学短期大学部】●特待生入試は入学金半額・２
年間授業料半額。一般合格のチャンスあり●複数学科受
験で３学科まで同時出願が可能（一般入試・センター試験
利用入試）●一般入試とセンター利用入試の併願が可能
●特待生入試・センター利用入試の検定料は15,000円

教育学部附属の橘小学校も
隣接した、文教地区の高台
にあります。
〠420‒0911 静岡市葵区瀬名1‒22‒1
●アクセス：JR「静岡駅」
からしずてつジャストライ
ンバスで約25分。竜爪山線
（瀬名川経由）〔61〕瀬名新
田行または〔63〕則沢行「西
奈中学・常葉大学入口」バ
ス停下車徒歩約５分

静岡瀬名キャンパス
アリーナ・研究実習施設・
情報教育センターなど、最
新の施設・設備が充実して
います。
〠431‒2102 浜松市北区都田町1230
●アクセス：JR「浜松駅」
からスクールバスで約40
分、または遠州鉄道バスで
約45分。都田線（市役所経
由）都田行「常葉大学正門」
バス停下車

浜松キャンパス
（2018年３月まで）
豊かな自然に恵まれ、富士
山を望むキャンパスは、ビ
オトープやオープンコンピ
ュータ室などの学習施設も
充実。
〠417‒0801 富士市大淵325
●アクセス：新幹線「新富
士駅」からシャトルバスで
約25分。JR「富士駅」か
らシャトルバスで約20分

富士キャンパス
JR「静岡駅」から歩いて
通える都市型キャンパス。
公園・官公庁・病院・大型
商業施設にもほど近い好立
地で、インターンシップや
実習施設が近隣にそろって
いるのも魅力。
〠420‒0831 静岡市葵区水落町1‒30
●アクセス：JR「静岡駅」
より徒歩約15分

静岡水落キャンパス

取得資格

（2018年４月開設）
新しく生まれ変わろうとし
ている文教エリア・草薙に
新校舎を開設。循環型教育
システムを構築し、「地域
貢献型モデル校」をめざし
ます。
〠422‒8009 静岡市駿河区
弥生町6‒1
●アクセス：JR草薙駅北
口から徒歩約４分

静岡草薙キャンパス

学部 学科 めざす資格

教育

初等教育課程

小学校教諭一種、中学校教諭一種〈国・
社・数・理・音〉、高等学校教諭一種〈国・
地歴・数・理・音〉、学校図書館司書
教諭、特別支援学校教諭一種など

生涯学習

中学校教諭一種〈保健体育〉、高等学
校教諭一種〈保健体育〉（生涯スポー
ツ専攻のみ）、社会教育主事（任用資
格）、学芸員、司書など

心理教育 認定心理士

外国語 英米語 中学校教諭一種〈英語〉、高等学校教
諭一種〈英語〉など

経営 経営 高等学校教諭一種〈商業〉など

社会環境 社会環境
中学校教諭一種〈理科〉、高等学校教
諭一種〈理科〉、防災士、公害防止管
理者など

保育 保育 保育士、幼稚園教諭一種など

造形 造形
中学校教諭一種〈美術〉、高等学校教
諭一種〈美術・工芸〉、学芸員、二級
建築士（受験資格）など

健康科学
看護 看護師（受験資格）
静岡理学療法 理学療法士（受験資格）

健康プロデュ
ース

健康栄養 管理栄養士（受験資格）、栄養士、栄養
教諭一種など

こども健康 保育士、幼稚園教諭一種など

心身マネジメ
ント

中学校教諭一種〈保健体育〉、高等学
校教諭一種〈保健体育〉、公認スポー
ツ指導者（アスレティックトレーナー
等）など

健康鍼灸 鍼師（受験資格）、灸師（受験資格）
健康柔道整復 柔道整復師（受験資格）

保健医療
理学療法 理学療法士（受験資格）など
作業療法 作業療法士（受験資格）など

短期大学部

日本語日本文
学 実践キャリア実務士など

保育 幼稚園教諭二種、保育士、児童厚生二
級指導員など

音楽 リトミック指導資格１・２級など

（2018年４月より富士キャンパスは移転）


