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関　

東

　就職ガイダンスをはじめ、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 　千葉県庁、神奈川県庁、千葉市役所、柏
市役所、市川市役所、市原市役所、八街市役所、千葉県
警察、小学校教諭、中学校教諭、特別支援学校教諭、こ
じか幼稚園、国立病院機構千葉東病院、国立病院機構神
奈川病院、千葉大学医学部附属病院、東京歯科大学市川
総合病院、東京慈恵会医科大学附属病院、千葉市病院局、
昭和大学病院、大東建託、日本旅行、ブルボンなど　
 （2018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107回看護師国家試験
合格率99.1％［全国平均
91.0％］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。キャンパス内
は全面ガラス張りの調理
実習室などの最新設備が
整い、実践に基づく学び
を展開しています。
※ 経営学部、教育学部の紹介、詳細は埼玉キャンパス
（P228）、人文学部は東京キャンパス（P316）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・小学校・中学校（社会、保健体育）・高等学校
（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、中学校、高等学校の保
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について、行政機関、企業等と密
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の授業で実
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践的な力を育成します。また、「社会学」「経済学」「法
律学」「政策学」の４つの分野にわたり基本的な知識を
習得することで、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。
■サービスラーニング（体験学習）プロジェクト一例
・千葉ロッテマリーンズプロジェクト
・東京ガールズコレクションプロジェクト
・ディズニーオフィシャルホテル＆トラベルプロジェクト
・ジェフユナイテッドかざぐるまプロジェクト
・東京オリンピック・パラリンピックの啓発プロジェクト
・千葉市役所こども若者市役所プロジェクト
　公務員希望者には、筆記試験対策講座や元公務員の専
任教員による面接指導、公務員試験勉強合宿など学部独
自のプログラムによるサポートを実施。外部スクールと
提携し、「公務員スタンダードコース」「警察官消防士・
市役所教養コース」「公務員プレコース」の３コースで
効率的に学びます。公務員出身の専任教員による個別指
導制度があり、学習進捗状況のサポート体制も万全です。
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。

①ＡＯ入試　②一般入試　③選択型入試　
④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
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Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

●受験生が評価する「先進的な学部がある大学」第３位＊
●社会人が評価する「地域貢献に積極的な大学」第２位＊
　　「学生のコミュニケーション力が高い大学」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
巻末ハガキ

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2019』
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す。
　ジェフユナイテッド市原・千葉との連携
では2016年度から行っている「かざぐるま
プロジェクト」の一環として、「もっとも
っとそがまちジェフいろプロジェクト」を
行っています。蘇我の街をより良いものに
するため、地域住民と協力しています。

ジェフかざぐるまプロジェクト東京ガールズコレクションプロジェクト

　
　千葉ロッテマリーンズとの連携プロジェ
クトでは、観客動員数アップを目標にした
企画を学生自ら考案。球団スタッフへのプ
レゼンを経て、実際の試合日で企画を実行・
運営します。
　他にも、千葉県警・四街道市役所などの
行政の現場を訪問し、話を聞き、体験しな
がら理解を深める課外研修を実施。県内外
の自治体や企業など、社会の現場で活躍す
るプロの話しを直接聞く「特別講義」も実
施しています。 四街道市役所見学 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】
6/23㈰、7/21㈰、8/4㈰、8/18㈰、9/1㈰、 
10/26㈯※1、10/27㈰※1、2020/3/22㈰
【千葉第二キャンパス】
6/23㈰、7/21㈰、8/4㈰、8/18㈰、9/1㈰※2、 
10/26㈯※1、10/27㈰、2020/3/22㈰※2

※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

■学部・学科組織
〈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

〈千葉第二キャンパス〉
●看護栄養学部　看護学科／栄養学科
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情報やハローワークに掲載される約３万件の新卒向け求
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 　三井住友銀行、世田谷信用金庫、JR東
日本、日本郵便、殖産住宅、三和シヤッター工業、エイ
ブル、レオパレス21、富士薬品、ホンダカーズ埼玉、エ
イチ・アイ・エス、JR東海パッセンジャーズ、東武ホ
テルマネジメント、ヒルトン・グランド・バケーション
ズ、八芳園、ヤナセ、ヤオコー、ユナイテッドアローズ、
ヨドバシカメラ、東武ストア、ファミリーマート、スタ
ジオアリス、トッパントラベルサービス、ソフトバンク
グループ、小学校教員、幼稚園教員、保育士、東京都ほ
か （2018年３月卒業生）

教育現場の経験者から学ぶ　保育所・幼稚園・小学校な
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
問題を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（P260）、人文学部は
東京キャンパス（P316）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。
　１年次から就職に向けたキャリア教育を展開し、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
行い、そこか
らゼミ別ガイ
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、就職合宿、就職実践講座、就活シミュレーショ
ン＆ジョブフェアと３ステップで万全の準備を整え、就
職活動本番を迎えることができます。
マッチング紹介 　企業からの年間１万件を超える求人

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のひとつとしてい
ます。
　「視察をして経営
に対する興味を持
つ」「経営の知識を
修得」「学んだ知識
を現地調査実習で確
認」「体得した知識を
活用し、課題の解決
を提案」という流れ
を経て、地域社会や企業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＞　経済発展や雇用創出への期待が高ま
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る観光産業において、必要な専門知識や観光経営能力、
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」と幼稚園教諭免許・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。１
年次から小学校・幼
稚園等での実習を設
置。教員に必要な実
践力を養います。
英語指導に秀でた学生の養成　2020年度より、小学校３・
４年生から外国語活動が必修化され、５・６年生では英
語が教科として導入されます。また、幼稚園教諭にも英
語指導力が必要となってきました。教育学部では「こど
も英語教育Ⅰ～Ⅳ」と連携しつつ、短期海外研修で実体
験を積み、英語指導に対応できる学生を養成しています。

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＞
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●受験生が評価する「先進的な学部がある大学」第３位＊
●社会人が評価する「地域貢献に積極的な大学」第２位＊
　　「学生のコミュニケーション力が高い大学」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
巻末ハガキ

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2019』
地域別編（関東・甲信越私立大学）より

　３年次の専門科目「観光経営専門演習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。一例として、ホテル業界のコースでは一流ホテルでの実
務経験者を教員に迎え、実際にホテルでのフィールドワークを中心と
した体験型学習を展開。企業の協力のもと、課題解決について現状分
析を行い、解決策を提案しています。

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（ヒルトン東京お台場）

体験学習実績（観光経営学科）

　１～３年次開講科目「コミュニケーション論」では、大手ドラッグ
ストアチェーンとの産学連携を展開しています。企業からの「若者の
顧客数を増大させる新たなビジネスプラン」という課題に対して、学
生たちはチームごとにビジネスプランを練り、プレゼンテーションを
実施。最優秀チームの企画提案は、企業主催の展示会にてブース出展
の機会を与えられ、大きな反響がありました。

チームでのビジネスプランミーティング

体験学習実績（経営学科）

オープンキャンパス
　体験授業や在学生によるプレゼンテーションなど、大学を体験
できるイベントが盛りだくさん。また、AO入試受験に必須のAO
オリエンテーションの他、推薦入試に向けた入試個別相談や模擬
面接も実施します。受験プランや併願校を決める上でも、オープ
ンキャンパスを活用しましょう！
【埼玉キャンパス】
5/26㈰、6/16㈰、7/21㈰、8/4㈰、8/25㈰、 
9/22㈰、10/19㈯※、10/20㈰※、2020/3/22㈰
※ 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）

■学部・学科組織 
〈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
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関　

東

　編集表現コースでは新聞・雑誌、Ｗｅｂメディアの編
集・制作について学び、
企画立案から取材、執筆
など、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、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。さまざまなフィール
ドで活躍する「声のプロ」
をめざします。また、ラ
ジオ・テレビ番組の制作
も演習を通して学びま
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（P260）、経営学部、教
育学部は埼玉キャンパス（P228）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、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「利他共生」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、歴史学を学び、検証する過程を通
じて専門的な知識と方法を身につけていきます。１年次
からフィールドワークを取り入れ、事前準備や調査先と
の交渉、フィールドワーク終了後の記録化、情報発信な
どの過程もすべて体験します。歴史学の魅力を体感しな
がら学べ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
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

大学GUIDE

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年次からは専攻を決め、より専門的な表現
を修得します。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作品づくりのための基礎的な知識
と技術を学びます。深い
教養と確かな日本語力な
どをもとに「美しい表現
力」を身につけ、人の心に
響く「ストーリーをもっ
て伝える力」を養います。

①ＡＯ入試　②一般入試　③選択型入試
④推薦入試＜指定校・公募＞
⑤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

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〉［人文学部］http://www.shukutoku.ac.jp/　［短期大学部］https://www.jc.shukutoku.ac.jp/

淑徳大学 東京キャンパス
巻末ハガキ

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。

師道塾（学生主体で学び、教員をめざす！教職サークル）
　高校までに学んできた歴史の知識を確認しつつ、発声方法や話す上での抑揚のつ
け方、スピード、板書方法など、教員としての基本スキルを確認しています。教員
採用候補者選考試験を突破するためには基礎学力と共に教育に対する姿勢、考え方
なども面接の場で問われます。それらを意識してスキルを磨きます。

〈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〉

地域連携事業の一環として、警視庁志村警察署とタイアップ
　警視庁志村警察署とタイアップし、振り込め詐欺防止のチラシを作成しました。社会背景など
の先行研究を行うことにより、目的をより明確にし、製作までのスケジュールやキャッチコピー、
デザイン、レイアウトなどを学生たち自身で考えました。

ゼミ活動就職サークル

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】
6/16㈰、7/7㈰、7/21㈰、8/4㈰、8/25㈰、 
9/29㈰、11/23（土・祝）※、11/24㈰※、2020/3/20（金・祝）
※学園祭同時開催（個別相談のみ）

■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


