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関　

東

　就職ガイドをはじめ、教員、公務員採用試験を中心と
した対策講座、社会福祉施設や行政機関、民間企業など
から講師を迎えての講演会、卒業生による体験報告会、
適性検査やセミナーなどを実施しています。
主な就職先 　千葉県警察、千葉県庁、警視庁、千葉市
役所、東京消防庁、日本郵便、住友生命保険、ヨドバシ
カメラ、阪急阪神ホテルズ、ベネッセスタイルケア、生
活協同組合コープみらい、富士ゼロックス東京、千葉ト
ヨタ自動車、千葉市社会福祉協議会、国立病院機構千葉
東病院、国立病院機構下志津病院、エームサービス、富
士産業、幼稚園・中学校・特別支援学校教諭ほか
 （2016年3月卒業生）

卒業後の進路
　キャンパスは国立病院機構千葉東病院の敷地に隣接し、
１年次から患者さんとかかわるプログラムを整備。充実
した国家試験対策により、
第105回看護師国家試験
合格率97.9％［全国平均
89.4％］と高い合格実績
を誇っています。
　また、淑徳大学の関連
施設である特別養護老人ホーム「淑徳共生苑」は、共生
を基本理念とし、最新の設備を整え、この施設と連携し
た実習により福祉現場での看護の知識と技術を習得する
ことができます。利用者と向き合いながら高齢者看護や
地域看護を肌で学んでいきます。加えて、総合福祉学部
の学生と一緒に学ぶカリキュラムを実施します。他学部
の学生と協働し、連携することで、基礎的な人間力と福
祉マインドを兼ね備えた人材を育成します。
＜栄養学科＞　管理栄養士国家試験合格をめざし、健康
の保持推進、疾病の予防・改善に必要となる専門知識を
習得。福祉・看護・教育
などを専攻するさまざま
な学生と交流しながら学
ぶことで、質の高い福祉
マインドと広い視野を養
います。
※ 経営学部、教育学部の紹介、詳細は埼玉キャンパス
（P238）、人文学部は東京キャンパス（P324）を参照
してください。

総合福祉学部：社会福祉士※、精神保健福祉士※、保育
士、幼稚園・小・中（社会、保健体育）・高（公民、保健
体育）・特別支援学校教諭、認定心理士ほか
コミュニティ政策学部：社会調査士、社会福祉主事任用
資格ほか
看護栄養学部：看護師※、保健師（希望者による選抜制）
※、管理栄養士※、栄養士、栄養教諭一種ほか
○学科・コースにより取得できる資格、受験資格が得ら
れる資格が異なります。（※は国家試験受験資格）

取得可能な資格

総合福祉学部 　社会福祉への関心が今日ほど高まって
いなかった1965年、社会福祉学科の単学科の大学として
開学。今では “福祉の淑徳” として知られ、多くの卒業
生が行政や教育現場など、社会福祉の第一線で活躍して
います。「福祉マインド」＝「人を思う心」を教育の基
本とし、社会福祉、教育福祉、実践心理の３つの分野に
おいて、実学教育を実践しています。
＜社会福祉学科＞　社会福祉士・精神保健福祉士、ソー
シャルワーカーをめざして児童・高齢者福祉、介護保険
制度など社会福祉全般を学びます。社会福祉士国家試験
の大学別合格者数は、全国トップクラスの実績を誇りま
す。また、企業や行政機関においても、広くその知識と
技能を発揮する人材の育成をめざします。
＜教育福祉学科＞　教育と児童福祉の両面から子どもの
幸せを追求することで、より質の高い専門家を養成しま
す。「学校教育コース」では、幼稚園・小学校教諭免許
や保育士資格、特別支援学校教諭免許などを得られます。
また、「健康教育コース」では、中学生や高校生を対象に、
保健体育教諭、養護教諭などをめざします。
＜実践心理学科＞　人間の心を科学的に理解する心理学
を、社会におけるさまざまな場面において実践的に生かし
ていく力を養います。実践心理学科は心理学の中でも、臨
床心理学、発達心理学、社会心理学が特に充実しています。
コミュニティ政策学部 　＜コミュニティ政策学科＞　
社会が抱える諸問題を、社会学・経済学・法律学・政策
学という４つの側面から考え、社会人として求められる
「問題を発見し解決へと導く基礎的能力」を養います。さ
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まざまな行政機関、企業、スポーツ団体等と密に連携し、
インターンシップをはじめ、その道のプロを招いての講
義や共同プロジェクトなど、参加型・双方向型・体験型
授業を重視しています。
　体験型学習は、市役所や県内の一流ホテルへのフィー
ルドワーク、国会議員や市長によるシンポジウムの開催、
千葉ロッテマリーンズのスタジアムでの「淑徳スペシャ
ルナイター」の企画運営、ジェフユナイテッド市原・千
葉と連携し、フクダ電子アリーナにてゲーム運営のボラ
ンティア活動を行うなど、さまざまなフィールドで活動
を行っています。地域や企業の課題を抽出し、仲間とディ
スカッションしながら課題解決の企画や施策を考え、実
際に現場で実践し、結果を残す。こうした一連の流れを経
験することで、社会で活躍するための実践力を養うとと
もに、自らのキャリアを思い描く想像力を身につけます。
　また、キャリア支援センターでは公務員試験対策講座
やメンター制度など、公務員をめざす学生を独自でサ
ポートする様々な取り組みがあります。
看護栄養学部 　福祉の心を持ち、高い専門性を身につ
ける看護職者や、さまざまな分野で活躍できる管理栄養
士を育てます。豊富な学内実習や臨地実習で「実学」の
淑徳大学ならではの高い実践力を養います。
＜看護学科＞　看護分野の高度な知識・技術に加え、「福
祉の視点」をあわせ持つ看護師の育成を行います。

〈千葉第二キャンパス〉
看護栄養学部 看護学科
 栄養学科

〈千葉キャンパス〉
総合福祉学部 社会福祉学科
 教育福祉学科
 実践心理学科
コミュニティ政策学部　　コミュニティ政策学科

●学部・学科組織 

①ＡＯ入試　②一般入試　③選択型入試　
④大学入試センター利用入試　
⑤推薦入試＜指定校・公募＞　
⑥特別入試＜社会人・帰国生徒・外国人留学生他＞
⑦特待生ＡＯ・推薦入試

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

●受験生が評価する「女子に人気の大学」で第２位＊
　「地域や社会と密接な大学」で第３位＊
●社会人が評価する「今の高校生に勧めたい大学」で第２位＊

入試GUIDE（前年度参考）

〈総合福祉・コミュニティ政策〉〠260‒8701　千葉市中央区大巌寺町200　 ☎043‒265‒6881　〈HP〉http://www.shukutoku.ac.jp/〈看護栄養〉〠260‒8703　千葉市中央区仁戸名町673

淑徳大学 千葉キャンパス
ＱＲコード

トップハガキ

無　料

5月

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

＊『大学探しランキングブック2017』
地域別編（関東甲信越私立大学）より

　
　東京ガールズコレクションのスタッフの
一員としてコミュニティ政策学部生が参
加。舞台の裏側で前日の事前準備から会場
入りし、様々な業務に携わりました。
　「よしもと幕張イオンモール劇場」との
連携プロジェクトでは、地域活性化を図る
戦略立案にチャレンジ。劇場のイベント企
画に発展させています。

よしもと劇場とのコラボ東京ガールズコレクションプロジェクト

　
　「ちばでもプロジェクト」は、低下する
投票率の向上をめざし、有権者と候補者の
コミュニケーションデザインや有権者の選
挙・投票に関わる意識の涵養を目的とした
活動です。市民としての社会的責任を身に
つけ、有権者としての知識や技能、態度を
養います。
　また、千葉ロッテマリーンズ「淑徳大学
スペシャルナイター」を開催。さまざまな
企画から提案、運営にいたるまで、体験型
の学習を行っています。 ちばでもプロジェクト 千葉ロッテマリーンズ連携プロジェクト

詳細はアドミッションセンターへお問い合わせください
千葉・千葉第二キャンパス☎043‒265‒6881〈総合福祉・コ
ミュニティ政策・看護栄養〉
埼玉キャンパス☎049‒274‒1506〈経営・教育〉
東京キャンパス☎03‒3966‒7637〈人文・短期大学部〉

サービスラーニング サービスラーニング

オープンキャンパス
イベントやトークセッションなど、在学生が中心になって皆さま
をお迎えします。「面接対策講座」や「小論文対策講座」など、
楽しいだけでなく、受験に役立つプログラムも開催しています。
【千葉キャンパス】
6/25㈰、7/23㈰、8/6㈰、8/20㈰、9/3㈰、 
10/28㈯※1、10/29㈰※1

【千葉第二キャンパス】
6/25㈰、7/23㈰、8/6㈰、8/20㈰、9/3㈰※2、 
10/28㈯※1、10/29㈰※1

※1： 学園祭同時開催（個別相談・AOオリエンテーションのみ）
※2：千葉キャンパスにて開催
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関　

東

新卒向け求人情報の中から特にお勧めの求人情報を週１
回 “淑徳キャリメル” として配信し、好評を得ています。
学生一人ひとりの個性を知ったマッチングだからこそで
きる取り組みで、学生をより良い求人に結びつけていま
す。
主な就職先 　積水ハウス、タマホーム、セントラル石
油瓦斯、全日本空輸、ヤマト運輸、花王カスタマーマーケ
ティング、富士薬品、三越伊勢丹、タリーズコーヒージャ
パン、資生堂、ユナイテッドアローズ、ビームス、明治安
田保険サービス、日本生命保険、三井住友銀行、飯能信用
金庫、大東建託、三井住友トラスト不動産、埼玉医科大学
総合医療センター、日本旅行、エイチ・アイ・エス、コナミ
スポーツ&ライフ、トヨタレンタリース埼玉、マイナビ、
ベストブライダル、小学校教員、警視庁、陸上自衛隊、法
務省専門職員ほか （2013～2016年3月卒業生）

どで働いている現役の先生、園長、校長先生など、教育
現場の経験者から直接講義を受けたり、教育の今日的課
題についてロールプレイ形式やワークショップ形式で学
んでいます。
教員・保育士養成支援センター　教育現場で実際に活躍
してきた複数の教員が常駐して、学生が直面する種々の
問題にサポートしています。小学校教員をめざす学生に
教員採用試験講座を実施、また幼稚園や保育園でのボラ
ンティア活動を行います。
※ 総合福祉学部、コミュニティ政策学部、看護栄養学部
の紹介、詳細は千葉キャンパス（P270）、人文学部は
東京キャンパス（P324）を参照してください。

総合キャリア支援室 　就職、インターンシップ、資格
取得など、学生のキャリアプランニング・キャリア開発
を総合的に支援しています。特に、複数常駐しているキャ
リアカウンセラーとの、マンツーマンによる面談に力を
入れており、一人ひとりの希望や実情に応じて、きめ細
かなアドバイスを行っています。求人票の紹介、履歴書
の添削、模擬面接などのサポートもしています。
　３年次の就職活動が始まる９～10月の時期に、全学生
に対して個別面談を行っており、ゼミ別ガイダンスや全
員個別面接を定期的に行います。自分の希望する業界の
現状や、就職活動に必要な知識、面接技術などを段階的
に身につけます。
　また、就職支援の各種講座やセミナーなどを企画・運
営しています。３年次からスタートする筆記試験対策講
座や就職講座には、希望により１、２年次でも参加でき
ます。就職活動における具体的なノウハウを指導すると
ともに、自己理解に基づいて選択した希望業種・職種に
ついての理解を深め
ていきます。
マッチング紹介 　
企業からの年間１万
件を超える求人情報
やハローワークに掲
載される約３万件の

就職活動サポート
　淑徳大学は1965年に、社会福祉学部社会福祉学科の単
学部単学科の大学として開学して以来、「共生」と「実学」
の旗を掲げ続けています。時代の要請に応えて、総合福
祉学部、コミュニティ政策学部、看護栄養学部、経営学
部を順次開設してきました。
　2013年４月には教育学部を埼玉キャンパスに開設。ま
た、2014年４月には東京キャンパスに人文学部歴史学科
と表現学科を開設しました。
経営学部 　経営の基礎知識を習得した上で、経営学と
観光経営学の各専門科目を体系的に学習します。また、
自ら学び、考え、行動できる学生の育成を目的に、経営
学部は学外での体験型学習を教育の柱としています。
　「教室で学ぶ」→「現場に出かける」→「現場で体験
する」→「成果を発
表する」というプロ
セスを経て、感性力・
洞察力・論理力・実
行力の４つの力を磨
き、幅広いビジネス
社会で活躍できる力
を身につけます。
＜経営学科＞　経営学の基礎を幅広く学習し、実際に地
域の現場へと出かけ、生きた知識を養います。地域の中
で主体的に課題を発見し、解決できる能力、リーダーシッ
プを発揮できる人材を養成します。
＜観光経営学科＞　経済振興や雇用創出への期待が高ま
る観光産業において、必要な専門知識や観光経営能力、
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地域づくり能力、ホスピタリティなどを発揮できる人材
を育てます。会計学や情報学など経営の基礎科目から、
観光業やホテル・ビジネスの経営戦略まで体系的に学ぶ
と共に、体験学習で実践力を身につけます。
教育学部 　
＜こども教育学科＞　建学の精神である「共生」の理念の
もと、子どもたちの幸せを考え、全力を尽くし、そして
共に成長していける人材を育成します。小学校教諭免許
取得をめざす「初等教育コース」と幼稚園教諭・保育士
資格取得をめざす
「幼児教育コース」
の二つのコースに分
かれて学びます。卒
業には小学校教諭一
種免許状または幼稚
園教諭一種免許状の
取得が必要です。
英語指導に秀でた学生の育成　初等教育コース希望者
は、小学校教諭の免許取得と併せて、小学校外国語活動
でALT（外国語指導助手）の先生と一緒に指導ができ
る教員となることを目標に、Listening、Reading、
Writing、の学習を通して英検２級、あるいはTOEIC600
点以上の合格をめざして勉強をしていきます。
教育現場の経験者から学ぶ　保育所・幼稚園・小学校な

〈埼玉キャンパス〉
経 営 学 部 経営学科
 観光経営学科 　
教 育 学 部 こども教育学科

●学部・学科組織 

①ＡＯ入試　
②推薦入試＜指定校・公募他＞
③一般入試　
④選択型入試
⑤大学入試センター利用入試
⑥特別入試＜社会人・帰国生徒・外国人留学生他＞

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

●受験生が評価する「女子に人気の大学」で第２位＊
　「地域や社会と密接な大学」で第３位＊
●社会人が評価する「今の高校生に勧めたい大学」で第２位＊

入試GUIDE（前年度参考）

〈経営・教育〉〠354‒8510　埼玉県入間郡三芳町藤久保1150‒1　☎049‒274‒1506　〈HP〉http://www.shukutoku.ac.jp/

淑徳大学 埼玉キャンパス
ＱＲコード

トップハガキ

無　料

5月

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

＊『大学探しランキングブック2017』
地域別編（関東甲信越私立大学）より

　３年次の専門教育科目となる「観光経営研究Ⅱ・Ⅲ」では、観光関
連業界を支える７つのコースに分かれ、より具体的かつ専門的な経営
の特徴を学びます。企業から提示された問題解決にあたってのヒアリ
ング力や情報収集能力、企業側へのプレゼンテーション能力など、実
践的な力が身につきます。

詳細はアドミッションセンターへお問い合わせください
埼玉キャンパス☎049‒274‒1506〈経営・教育〉
千葉・千葉第二キャンパス☎043‒265‒6881〈総合福祉・コ
ミュニティ政策・看護栄養〉
東京キャンパス☎03‒3966‒7637〈人文・短期大学部〉

観光経営研究（羽田空港）

体験学習実績（観光経営学科）

　大学の近隣にある業界最先端のリサイクル企業との交流も深めてい
ます。そこで、古民家を利用した見学施設の改善という課題に取り組
みました。学生たちは、見学コースのツアーに参加して「おもてなし
経営」を学びながら、現地調査をもとに現状の問題点を分析した上で、
展示説明の改善や春夏秋冬のイベント企画など、学生ならではの視点
から提案を行いました。

地元企業での「フィールドワーク」

体験学習実績（経営学科）

オープンキャンパス
オープンキャンパスでは聞くだけではない、実体験型の体験授業
を行っています。また、AOオリエンテーションではAO入試に
関する様々な内容を説明します。さらにAO・推薦入試に向けて、
小論文対策講座・模擬面接も実施します。
【埼玉キャンパス】
4/23㈰、5/28㈰、6/18㈰、7/23㈰、8/6㈰、8/20㈰、
9/24㈰、10/21㈯※、10/22㈰※、2018/3/25㈰
※ 学園祭同時開催（個別相談・AOオリエンテーション・キャン
パスツアーのみ）
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資料請求方法：巻頭カラーページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。

関　

東

　編集表現コースでは企画立案・取材インタビューの方
法、ビジュアルの表現・構成案の作り方など、出版物の
編集を基礎から学び、編
集に求められる「企画力」
「情報リテラシー」「書く
力」「チームコーディネー
ト力」などを身につけま
す。
　放送表現コースでは、ニュースやナレーションなどの
実況で、自らの声とその
個性を生かして表現する
技術を磨きます。放送分
野で求められる「取材力」
「聞く技術」「コメントの
構成力」などを身につけ
ます。
※ 総合福祉学部、コミュニティ政策学部、看護栄養学部の
紹介、詳細は千葉キャンパス（P270）、経営学部、教
育学部は埼玉キャンパス（P238）を参照して下さい。

取得可能な免許・資格 　
＜歴史学科＞　中学校教諭一種免許（社会）、高等学校教
諭一種免許（地理歴史）、学芸員、日本語検定（３級）
＜表現学科＞　日本語検定（３級）
活躍できるフィールド 　
＜歴史学科＞　教員、公務員、博物館や資料館などの公
的施設職員、旅行代理店、その他自治体や一般企業など
＜表現学科＞
文芸表現コース： 作家、ライター、シナリオライター、

出版社など
編集表現コース： 編集者、マスコミ、広告プランナー、

編集プロダクション、広告代理店など
放送表現コース： アナウンサー、声優、PRプロデュー

サー、ナレーター、テレビ・ラジオ放
送局など

その他、一般企業・官公庁などプレゼンテーション能力
を生かした多様な業種

卒業後の進路

人文学部 　
　他者と共に生きる「共生」の精神と、実社会で役立つ
「実学」という淑徳大学の理念のもと、人と社会につい
ての理解を深め「考える力」と「伝える力」を育みます。
＜歴史学科＞　
　過去と現在をつなぎ合わせることで、私たちは新たな
知識とこれからの未来を築く知恵を得ることができま
す。キャンパスだけでなく、学外の施設や史跡をも学び
のフィールドにして、実学の歴史学を学び、検証する課
程を通じて専門的な知識と方法を身につけていきます。
１年次の早い時期からフィールドワークを行い、事前準
備や交渉、記録化、情報発信などの過程をすべて実施し
ます。２年次からは「日本史コース」「東洋史コース」
２つのコースが選択できます。
　歴史を学び、実際に体
験する演習科目によっ
て、資料調査力、資料分
析力、企画・立案力（創造
力）、情報発信力（アピー
ル力）、コミュニケーショ
ン能力、プレゼンテーション能力などを身につけます。
　日本史コースでは古代から近現代までの資料から日本
における多様な歴史を読み解き、長い時間の中でそれぞ
れの人生を生きた人々の歩みを、追体験するように学び
ます。歴史上の出来事に対する客観的な理解力、史料が
映し出す歴史の背景を探る創造力、そして日本の歴史に

大学GUIDE

ついての深い理解をベースに現代社会までを考察する応
用力を育てます。
　東洋史コースでは、ユーラシア大陸に広がる広大なア
ジアを正面から見据え、多様な価値観・文化の存在を理
解し、コミュニケーション力を身につけます。バラエティ
に富んだアジアの文化と歴史を、さまざまな史料に触れ
て考察し、政治・経済・文化・宗教など多様な角度から
探究します。
＜表現学科＞
　人とのかかわりの中で生きていく上で、必要なのは言
葉で「表現する力」です。聞く力、書く力、話す力など、
言葉を通して「表現する力」は「生きる力」になります。
　１年次は「演劇」「文章表現の基礎」を必修で学び、「文
芸」「編集」「放送」の３コースを横断的に学ぶなど、さ
まざまな表現方法で新たな可能性を引き出し伝える力を
育みます。２年次からは「文芸」「編集」「放送」の３コー
スに分かれ、より専門的な表現を習得します。現場経験
の豊富な講師陣からプロの手法を学びます。
　文芸表現コースでは純文学からドラマのシナリオま
で、幅広い文芸表現に触
れながら、ジャンル・テー
マ・媒体ごとの特徴を理
解し、それぞれに適切な
表現を組み立てられる力
を養成します。

●学部・学科組織
＜東京キャンパス＞
人文学部 歴史学科
 表現学科

短期大学部 こども学科
 健康福祉学科

①ＡＯ入試　
②推薦入試＜指定校・公募＞
③一般入試　④選択型入試
⑤大学入試センター利用入試

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

入試GUIDE（前年度参考）

〠174‒0063　東京都板橋区前野町2‒29‒3　☎03‒3966‒7637　〈HP〉http://www.shukutoku.ac.jp/

淑徳大学 東京キャンパス
ＱＲコード

トップハガキ

無　料

5月

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

● 歴史学科は授業で得た知識と学外でのフィールドワークなどを通して、歴史をより深く理解
するカリキュラムを用意しています。また、表現学科では「書く」「読む」「話す」「演じる」「撮
る」「編集する」など、さまざまな表現技法を、理論と実践の両面から身につけます。

唐澤博物館でのフィールドワーク

歴史学科
　学芸員資格取得をめざす学生が１年次に必修で履修する科
目「生涯学習概論」の中で、東京練馬区にある唐澤博物館で
フィールドワークを行いました。
　実物に触れ、より深い探求心を持ち、自ら課題をたて、レ
ポートを作成する、という目的のため、唐澤博物館の「江戸
から現在へ、子どもの学びと遊びの世界」というテーマの教
材やおもちゃ 7,000点以上の資料を見ました。

〈東京キャンパス〉

詳細はアドミッションセンターへお問い合わせください
東京キャンパス☎03‒3966‒7637〈人文・短期大学部〉
千葉・千葉第二キャンパス☎043‒265‒6881〈総合福祉・コ
ミュニティ政策・看護栄養〉
埼玉キャンパス☎049‒274‒1506〈経営・教育〉

表現学科
　大学生活のなるべく早い段階から「本物に触れる」機会を作ろうと、学外講
義などの授業を実施しています。編集表現コースの専門科目では、学外で取
材をして執筆をする授業を行っています。板橋区の区報にコラム記事を載せ
たり、「ときわ台便り」というフリーペーパーの制作にも挑戦しました。
　また、文芸表現コースの専門科目では、授業の一環として、フィールドワ
ークを行いました。グループごとにテーマを決め、仮設を立て、実際に歩い
て調査をし、より深く江戸時代、そして明治時代の作品を知るために上野・
浅草界隈で調査を行いました。

学外授業フィールドワーク

オープンキャンパス
オープンキャンパスでは、「なぜ、今の時代に人文学部なのか？」
「淑徳大学の人文学部 歴史学科／表現学科では、どんなことが学
べてどんな力が身につくのか？」の詳細に関する全体説明会や、
各学科・コースで、現場の第一線で活躍をしていた教員陣が体験
授業を毎回行います。
【東京キャンパス】
3/26㈰、5/28㈰、6/18㈰、7/23㈰、8/6㈰、 
8/27㈰、9/24㈰、11/18㈯※、11/19㈰※、
2018/3/25㈰
※学園祭同時開催（個別相談のみ）


