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募集学科及び募集人員、免許・資格の取得について
学科・コース（メジャー） 入学定員 指定校・公募前期等

募集人員 取得可能な免許・資格等　☆＝卒業必修　（※）＝要実務経験1年

大
　
　
学

児
童
学
部

児童学科
　幼稚園教員養成コース
　保育士養成コース
　小学校教員養成コース
　特別支援教育コース
　児童心理コース
　児童文化コース（昼間主）
　スポーツ健康コース（昼間主）

［昼間主］

490名

若干名

●幼稚園教諭一種（☆幼稚園教員養成コース　☆特別支援教育コース注1）　●保育士（☆保育士養成コース）
●小学校教諭一種（☆小学校教員養成コース　☆特別支援教育コース注2）
●特別支援学校教諭一種（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）※2　●ピアヘルパー（受験資格）
●社会福祉主事（任用資格）　●児童福祉司（任用資格）（※）　●児童指導員（任用資格）　●余暇開発士
●認定心理士（児童心理コースのみ）　▲中学校教諭一種（国語）　
▲高等学校教諭一種（国語）　●社会教育主事（任用資格）（※）　●図書館司書　●司書教諭※2　●学芸員　
●レクリエーション・インストラクター　●キャンプインストラクター　
●ジュニアスポーツ指導員（スポーツ健康コースのみ）　　
●初級障がい者スポーツ指導員（受験資格、スポーツ健康コースのみ）　
●健康運動実践指導員（受験資格、申請予定、スポーツ健康コースのみ）　
●カワイピアノグレードテスト（演奏）認定
注1. 特別支援教育コースの学生のうち、幼稚園教諭一種免許を基礎免許とする者。
注2. 特別支援教育コースの学生のうち、小学校教諭一種免許を基礎免許とする者。

［夜間主］

10

心
理
・
福
祉
学
部

心理学科 60

若干名

●公認心理師（受験資格）注1　●認定心理士　●応用心理士（基礎資格）
▲中学校教諭一種（社会）　▲高等学校教諭一種（地理歴史）　●余暇開発士
●社会教育主事（任用資格）（※）　●図書館司書　●司書教諭※2　▲養護教諭一種
●学芸員　●レクリエーション・インストラクター　●キャンプインストラクター
　注1. 卒業後、大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目を修めてその課程を修了するか、2年以上の実務経験が必要です。

社会福祉学科
　社会福祉コース
　介護福祉コース
　養護教諭コース

80

●社会福祉士（受験資格）　●精神保健福祉士（受験資格）
●介護福祉士（受験資格、介護福祉コースのみ）　●保育士（社会福祉・養護教諭コースのみ）
▲中学校教諭一種（社会・保健）　▲高等学校教諭一種（保健）　●高等学校教諭一種（福祉）
●養護教諭一種　●社会福祉主事（任用資格）　●児童福祉司（任用資格）（※）
●児童指導員（任用資格）　●社会教育主事（任用資格）（※）
●介護職員初任者研修　●ピアヘルパー（受験資格）　●図書館司書　●司書教諭※2　●学芸員
●レクリエーション・インストラクター　●キャンプインストラクター　●カワイピアノグレードテスト（演奏）認定

文
学
部

文学科
　英語・英文学コース
　日本語・日本文学コース
　歴史文化コース
　書道文化コース
　図書館情報コース
　教養デザインコース

95 若干名

●中学校教諭一種（英語・国語・社会）㊟
●高等学校教諭一種（英語・国語・地理歴史・書道）㊟
●社会教育主事（任用資格）（※）
●図書館司書　●司書教諭※2　●学芸員　●日本語教員養成講座
●レクリエーション・インストラクター　●キャンプインストラクター
㊟文学部文学科は、コースによって取得できる教員免許状が異なります。

人
間
栄
養
学
部

人間栄養学科
　（管理栄養士養成課程） 200 若干名

●管理栄養士（受験資格）☆　●栄養士☆　●栄養教諭一種
●食品衛生管理者（任用資格）　●食品衛生監視員（任用資格）　●専門フードスペシャリスト（受験資格）
●フードスペシャリスト（受験資格）　●中学校教諭一種（家庭・保健）
●高等学校教諭一種（家庭・保健）　●社会教育主事（任用資格）（※）
●図書館司書　●司書教諭※2　●学芸員
●レクリエーション・インストラクター　●キャンプインストラクター

音
楽
学
部

音楽学科
　プロ・アーティストメジャー
　音楽表現メジャー
　音楽教育メジャー
　音楽療法メジャー

60 若干名

●中学校教諭一種（音楽）注1　●高等学校教諭一種（音楽）注1

▲小学校教諭一種・二種　●余暇開発士　●社会教育主事（任用資格）（※）
●図書館司書　●司書教諭※2　●学芸員　●介護職員初任者研修　●音楽療法士一種
●認定音楽療法士（補）（受験資格）　●ピアヘルパー（受験資格）　●社会福祉主事（任用資格）
●レクリエーション・インストラクター　●キャンプインストラクター
●カワイピアノグレードテスト（演奏・指導）認定
注1.  課程認定申請中。ただし、文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性

があります。（取得できる免許・資格が変更になる場合があります。）

短
期
大
学
部

短
期
大
学
部

保育科 第一部
（昼間・2年制）

　幼稚園教員・
　保育士養成コース

200 若干名 ●幼稚園教諭二種※1　●保育士※1　●図書館司書　●秘書士　●カワイピアノグレードテスト（演奏）認定

保育科 第二部
（夜間・3年制）

　幼稚園教員・
　保育士養成コース

30 若干名 ●幼稚園教諭二種※1　●保育士※1

総合文化学科
　フードマネジメントコース
　図書館司書・ITコース
　国際観光・ホテルコース
　ファッション・
　造形デザインコース

50 若干名

●衣料管理士（テキスタイルアドバイザー）2級
●情報処理士
●フードスペシャリスト（受験資格）
●専門フードスペシャリスト（受験資格）
●ビジネス実務士
●図書館司書
●秘書士
●観光実務士

※１.  短期大学部保育科幼稚園教員・保育士養成コースは、幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の両方取得が可能ですが、いずれか１つを取得して卒業することもできます。
※２.  特別支援学校教諭と司書教諭は、教員免許状とあわせて取得する必要があります（特別支援学校教諭は幼・小・中・高等学校教諭のいずれか、司書教諭は小・中・高等学校教諭のいずれか）。
１. 児童学部児童学科〈夜間主〉の授業は、月曜日〜金曜日（18：00 〜 21：10）、土曜日（13：00 〜 21：10）に行われます。また、長期休業期間には、集中講義方式等を採用しています。短期

大学部保育科第二部の授業は、月曜日〜金曜日（18：00 〜 21：10）、土曜日（14：45 〜 21：10）に行われます。なお、現場での教育実習等は、昼間に実施されます。
２. 児童学部児童学科〈昼間主〉は、夜間の開講科目を一部履修することができます。児童学部児童学科〈夜間主〉は、卒業に必要な単位を夜間および土曜日昼間の授業で修得することになります。また、

昼間開講の授業から卒業所要単位の半分を上回らない範囲で単位を修得することができます。ただし、免許状・資格の取得には、月曜日〜土曜日の昼間の授業を履修しなければ単位が修得できな
い場合があります。

３. 取得免許・資格については、入学後、修得単位や時間割編成を見て、適宜選択して取得することになりますが、表中に記載の全ての免許・資格が卒業までに取得できるとは限りません。
４. 取得可能な免許状・資格は、卒業必修になっている免許状資格を除き、原則として２種類以内とします。なお、入学後（１年次）の成績が一定の水準以上に達した場合は３種類以上取得できます。

（☆は卒業必修）
５. 児童学部児童学科〈夜間主〉で次の免許・資格等を取得する場合は、昼間主の授業時間帯（９：00 〜 17：55）の授業の履修が必要となります。
 ＊中学校、高等学校教諭一種免許状（国語）　＊社会教育主事任用資格（要実務経験１年）　＊図書館司書　＊司書教諭　＊学芸員
 ＊レクリエーション・インストラクター　＊キャンプインストラクター　＊余暇開発士
６. ▲印を付した教員免許状を取得するためには、所定科目の単位を他学科等で履修し、教育委員会に申請する必要があります。
７. 音楽学部音楽学科※＜メジャー制について＞
 ■プロ・アーティストメジャー志願者
 　一般入試、センター試験利用入試および実技特別選抜入試のみで募集を実施します。
 　AO 入試または推薦入試で音楽学科に合格し、その後の一般入試等を受験し、プロ・アーティストメジャーでの合格を目指すこともできます。
 ■プロ・アーティストメジャー以外のメジャー志願者
 　 入試時点ではメジャーを決定する必要はありません。２年次からメジャーを決定します。入学後にプロ・アーティストメジャーに転向することは可能です（オーディションに合格する必要があ

ります）
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〈アスリート・セカンドキャリア支援〉特別奨学推薦入試の趣旨とご案内
　本入試は、聖徳大学・聖徳大学短期大学部が財団法人 日本オリンピック委員会（JOC）において、優秀な競技歴を持つ
アスリートのセカンドキャリアを支援する目的で実施しているJOC キャリアアカデミー事業の趣旨に賛同し、新たな目標
に向けて自己の能力向上や資格取得を目指しているアスリートを支援する目的で設けられた入試制度である（看護学部は対象外）。
　☆本制度の適用対象は次のとおり。
　　1．「入学検定料」の減免
　　2．「入学金」の減免
　　3．入学に際し、本学の学生寮の利用が必要な人の「入寮費」の減免

【詳細の減免内容】　大学・短期大学部共通（看護学部看護学科は実施しない。）
区　分 減　免　額 内　　　容

入学検定料 15,000円の減免

児童学部〈昼間主〉、心理・福祉学部、文学部、
人間栄養学部、保育科第一部、総合文化学科 （35,000円→20,000円）
音楽学部 （43,000円→28,000円）
児童学部〈夜間主〉、保育科第二部 （25,000円→10,000円）

入　学　金 240,000円の減免

児童学部〈昼間主〉、心理・福祉学部、文学部、
人間栄養学部、保育科第一部、総合文化学科 （250,000円→10,000円）
音楽学部 （300,000円→60,000円）
児童学部〈夜間主〉、保育科第二部 （240,000円→     0円）

入　寮　費
● 本学への入学に際して「学生寮」を希

望する人が対象
200,000円（上限）の減免※

順 和 寮 （250,000円→ 50,000円）
和 心 寮 （310,000円→110,000円）
相模台寮 （200,000円→      0円）

※他の入試の入寮減免措置との併用はできない。

〈アスリート・セカンドキャリア支援〉特別奨学推薦入試（１年次入学）

 1　推薦のための条件 

次の項目のすべてを満たす女性であること。
　①　高等学校または中等教育学校を卒業した人、および令和２年3月に卒業見込の人
　②　 本学を第一志望として入学を強く希望し、めざす学部・学科の内容に深い関心を抱き、入学後も積極的に学業に取り組み、そ

の能力を発揮できる人
　③　人物、学業、健康ともにすぐれた人
　④　 志望学部・学科の実技・実験・実習等および、教員免許状、保育士資格等を取得する場合は、実技・実習（学外の実習を含む）

に支障のない人
　　　管理栄養士受験資格等を取得する場合は実験・実習に支障のない人
　⑤　スポーツ競技歴において、著しい成果※を残した人　※国際大会出場（日本代表）クラスを目処とする
　⑥　スポーツ競技団体（JOC等）の推薦が得られる人
　（注）入学願書受付後であっても、入学資格および入学願書に誤りや虚偽等があった場合は、受験を取り消す場合がある。

 2　入試日程 

入試日程 願書受付期間（郵送・窓口）  ※最終日17時必着 入試日 試験場 合格発表 入学手続期限
（消印有効）

A日程 令和元年10月21日（月）〜11月５日（火） 11月10日（日）
聖徳大学

キャンパス

11月15日（金） 11月27日（水）

B日程 令和元年11月18日（月）〜12月3日（火） 12月８日（日） 12月12日（木） 12月20日（金）

C日程 令和２年２月20日（木）〜3月６日（金） 3月11日（水） 3月14日（土） 3月17日（火）

 3　選考方法 

■児童学部、心理・福祉学部、文学部、人間栄養学部、短期大学部（保育科第一部、保育科第二部、総合文化学科）
　①書類審査（調査書、推薦書等）
　②作　　文（作文課題は「令和２年度一般入試等入学試験要項」に掲載）
　③面　　接
　▲ 文学部文学科書道文化コースは、上記に加えて書道（実技）を課す。詳細については「令和２年度一般入試等入学試験要項」を参照。
■音楽学部
　①書類審査（調査書、推薦書等）
　②実 技 等　※詳細は、「令和２年度一般入試等入学試験要項」の「入試実技等課題」を参照のこと。
　③面　　接
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 4　試験時間割 

■児童学部、心理・福祉学部、文学部、人間栄養学部、短期大学部（保育科第一部、保育科第二部、総合文化学科）
A日程［11月10日（日）］、B日程［12月８日（日）］、C日程［3月11日（水）］

試験場 試験室入室 作　文 面　接

聖徳大学キャンパス ８：30まで 9：00〜10：00 10：20〜
※面接の開始時間は、受験番号によって異なる。
※文学部文学科書道文化コースの書道実技（試験時間：60分間）は、作文終了後実施する。

■音楽学部
A日程［11月10日（日）］、B日程［12月８日（日）］

試験場 試験室入室 実技等、面接

聖徳大学キャンパス 9：30まで 9：40〜

C日程［3月11日（水）］

試験場 試験室入室 実技等、面接

聖徳大学キャンパス 12：30まで 13：00〜
※実技等、面接の開始時間は、受験番号によって異なる。
◎受験者数・試験の順番により、昼食が必要となる場合がある。

（注）  聖徳大学SOA音楽研究センターの「音楽実技認定制度」においてグレード（B以上）を取得している場合は、音楽学部の実技試験が一部免除となる。
詳細は本学教育支援課音楽支援グループ（音楽学部事務室）TEL.047-703-0111（直通）に問い合わせること。

出願書類（詳細は『令和２年度一般入試等入学試験要項』を参照）

　本入学試験要項に記載のない部分については、「令和２年度一般入試等入学試験要項」で確認の上、出願してください。

1入学志願票Ⓐ〈全員提出〉
❷の受験区分コード欄には以下のコードを記入すること。

A日程＝F５、B日程＝F６、C日程＝F７
❻試験場コード欄には、「00」（聖徳大学キャンパス）を記入。

2入学願書（様式Ⓑ）※写真《縦４cm×横3cm》を貼付〈全員提出〉
願書の記入は、自筆ペン書きで、楷書・算用数字で記入。

3スポーツ競技団体の推薦書（スポーツ競技歴を含む）〈全員提出〉
◎推薦理由が明確であれば、形式は問わない。
　JOC等が作成、発行したものを親展として提出すること。

4受験票（様式Ⓕ）※写真《縦４cm×横3cm》を貼付〈全員提出〉
①志望学部・学科・コース、氏名を記入し、提出すること。
②郵送出願の場合は、受験票に郵便番号、住所、氏名を明記し、速達料金分の切手を貼付。
③受験地名を記入すること。［聖徳大学キャンパス］

5振込受付証明書（様式Ⓖ）〈全員提出〉
入学検定料は、専用の振込用紙Ⓕ〜Ⓘにより、下記の点に注意のうえ、納入すること。
①最寄の銀行（郵便局不可）で電信（至急）扱で振り込む。
②振込用紙の印刷済項目は訂正しないこと。
③入学検定料は、志望学部・学科分の金額を記入。⇨入学検定料の減免に注意。
④振込銀行で、その銀行備付の用紙の書き替えを求められた場合は、間違いなく記入すること。
⑤振込用紙Ⓕ〜Ⓘは切り離さないで銀行窓口に提出し、収納印を必ず押印してもらうこと。
⑥振込金領収書Ⓘは大切に保管すること。
⑦振込後、Ⓕ・Ⓖは切り離さずほかの出願書類とともに出願用封筒に入れ、提出すること。
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6調査書〈全員提出〉
①調査書は学校長作成の封書とし、開封すると無効となる。
②調査書を提出できない場合は、出願資格に該当する最終の7学業成績証明書と8卒業（修了）証明書を提出すること。
③やむを得ない事情で調査書が得られない場合は、本学入学センター入試グループに事前に問い合わせること。

7学業成績証明書〈該当者は提出〉
調査書がある場合は不要。

8卒業（修了）証明書〈該当者は提出〉
調査書がある場合は不要。

9音楽学部実技試験／受験曲目申込書Ⓜ（裏面）音楽経歴
〈音楽学部志願者は全員提出〉

①受験曲目等をもれなく記入すること。
②裏面も必ず記入すること。
※ 練習室は、A・B 日程は朝８：30 から、C 日程は 11：30 から、一人１時間を限度に使用可能（無料）。希望者は、事前に本学教育支援課音

楽支援グループ（音楽学部事務室）TEL.047-703-0111（直通）に申し出ること（日・祝日を除く）。

入学手続について（詳細は『令和２年度一般入試等入学試験要項』を参照）

1. 入学手続の方法
　　 合格者は、大学が指定した期日までに「納付金等」を銀行振込送金（本学所定用紙使用）し、その「銀行振込受付証明書」と入

学手続に必要な書類を本学入学センター入試グループ宛に郵送、または直接持参して入学手続を完了すること。

2. 入学手続に必要な書類
　　（1）誓約書
　　（2）学生調査書
　　（3）入学手続納付金　振込受付証明書
　　（4）入寮願（入寮希望者のみ）
　　　　※高等学校の卒業証明書は入学後のオリエンテーション時に提出すること。

3. 入学手続納付金の返還
　　 入学手続納付金の返還は、〈アスリート・セカンドキャリア支援〉特別奨学推薦入試については、専願の主旨に基づき対象とな

らないため、十分留意のうえ入学手続を行うこと。

4. その他
　　入学許可後であっても入学資格および入学願書に誤りや虚偽等があった場合は、入学許可を取り消すことがある。



アクセス

SNSで入試情報やSEITOKUの最新情報をお届け！

松戸駅までの所要時間

イトーヨーカドーが開店しま
したら、店内エスカレーター
でお越しください。

松戸駅

水戸
←柏

上野
北千住→

中央公園

外階段

直結デッキ

イトーヨーカドー

5階
出口

東口

松戸駅東口より直結デッキでイトーヨーカドーへ。正面の
外階段より５階へ上り、店内の通路を通って５階出口に
出るとキャンパスへの通学路に出られます。

イトーヨーカドー
開店前

プラーレ松戸

松戸駅からのアクセス

受験生応援サイトはこちら！ https://ouen.seitoku.ac.jp/

Twitter Instagram

@seitoku_univ @seitoku_univ @seitoku_univ

京
浜
東
北
線・東

北
本
線

東北本線



●お問い合わせは入学センターまで

19.09.3W


