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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（３年次編入学）
1．取得免許・資格についておよび単位の認定の詳細は、「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」P.19を必ず確認の上、出願手続をすること。
児童学部・社会福祉学科志望者は、「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」P.20「音楽実技（ピアノ）の履修について」を必ず．2
参照し、確認すること。

3．看護学部看護学科は、編入学を実施しません。
4．留学生については、児童学部児童学科（夜間主）の募集はありません。

大学 学科 コース 編 入 学
募集定員

編入
年次 取得可能な免許・資格（予定）

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（昼間主のみ）
スポーツ健康コース
（昼間主のみ）

〈昼間主〉

　3名
3年次

●幼稚園教諭一種（幼稚園教員養成コース必修）
●小学校教諭一種（小学校教員養成コース必修）
●特別支援学校教諭一種
　（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）＊1
●准学校心理士Aタイプ（学校教育・保育士類型）＊5
●保育士（保育士養成コース必修）　
●社会教育主事［社会教育士（任用資格）］＊2
●図書館司書　●学校図書館司書教諭＊1  　●学芸員
●社会福祉主事（任用資格）　●児童福祉司（任用資格）＊2
●児童指導員（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
▲中学校教諭一種（国語）　▲高等学校教諭一種（国語）
●認定心理士（児童心理コースのみ）　
●ピアヘルパー（受験資格）
●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
　（スポーツ健康コースのみ）　
●健康運動実践指導員
　（受験資格、スポーツ健康コースのみ）

〈夜間主〉

　2名
3年次

部
学
祉
福
・
理
心

心 理 学 科 　2名 3年次

●認定心理士　●応用心理士（基礎資格）　
●公認心理師（受験資格）＊3　▲中学校教諭一種（社会）
▲高等学校教諭一種（地歴・公民）　
●准学校心理士Bタイプ（相談支援機関専門職類型）
●社会教育主事［社会教育士（任用資格）］＊2　●図書館司書
●学校図書館司書教諭＊1　●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　▲養護教諭一種

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

　5名 3年次

●社会福祉士（受験資格）　●精神保健福祉士（受験資格）
）みのスーコ祉福護介（）格資験受（士祉福護介●

●保育士（社会福祉、養護教諭コースのみ）
●社会福祉主事（任用資格）　●児童福祉司（任用資格）＊2
●児童指導員（任用資格 ）　▲中学校教諭一種（社会・保健）
▲高等学校教諭一種（公民・保健）　●高等学校教諭一種（福祉）
●養護教諭一種　●社会教育主事［社会教育士（任用資格）］＊2
●図書館司書　●学校図書館司書教諭＊1　●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　●ピアヘルパー（受験資格）

部
学
文

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
教養デザインコース
書道文化コース
図書館情報コース

　6名 3年次

●中学校教諭一種（英語・国語・社会）＊4
●高等学校教諭一種（国語・地歴・公民・書道・英語）＊4
●社会教育主事［社会教育士（任用資格）］＊2
●図書館司書（図書館情報コース必修）
●学校図書館司書教諭＊1　●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

部
学
養
栄
間
人

人 間 栄 養 学 科

　5名 3年次

）修必（士養栄●　）修必（）格資験受（士養栄理管●
●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）　
●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［社会教育士（任用資格）］＊2　●図書館司書
●学校図書館司書教諭＊1　●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

演 奏 学 科

作曲コース
声楽・オペラコース
器楽コース
ミュージカルコース

　1名 3年次

）修必スーコ成養員教楽音（）楽音（種一諭教校学中●
）修必スーコ成養員教楽音（）楽音（種一諭教校学等高●

▲小学校教諭一種・二種（音楽教員養成コースのみ）
●社会教育主事［社会教育士（任用資格）］＊2 　●図書館司書
●学校図書館司書教諭＊1　●学芸員
●音楽療法士一種（音楽療法コースのみ）

）みのスーコ法療楽音（）格資験受（）補（士法療楽音定認●
）みのスーコ法療楽音（）格資用任（事主祉福会社●

●ピアヘルパー（受験資格）
●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

音 楽 総 合 学 科
音楽教員養成コース
音楽療法コース
音楽指導コース

　1名 3年次

管理栄養士
養 成 課 程（ ）

＊ 1 教員免許状とあわせて取得する必要がある。（特別支援学校教諭は幼・小・中・高等学校教諭のいずれか、学校図書館司書教諭は小・中・高等学校教諭のいずれか）
＊ 2 要実務経験１年
＊ 3 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。
＊ 4 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。「編入学 専攻科 入学案内 2021」をご確認ください。
＊ 5 教員免許状とあわせて取得する必要がある。
▲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修得し、教育委員会に申請する必要がある。
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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】
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 （35,000円→20,000円）
音楽学部 （43,000円→28,000円）
児童学部〈夜間主〉 （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 （250,000円→10,000円）
音楽学部 （300,000円→60,000円）
児童学部〈夜間主〉 （240,000円→     0円）

入　寮　費
を」寮生学「てし際に学入のへ学本 ●

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）

〈アスリート・セカンドキャリア支援〉特別奨学推薦入試（３年次編入学）

　出願資格 

次の①～⑦のいずれかの項目に該当し、かつ⑧～⑪すべての条件を満たす女性であること。
　①　短期大学を卒業した人、または令和３年３月卒業見込の人

　②　高等専門学校を卒業した人、または令和３年３月卒業見込の人

　③　大学を卒業した人、または令和３年３月卒業見込の人

　④　大学に２年以上在学し62単位以上を修得した人、および令和３年３月修得見込の人

　⑤　外国において、学校教育における14年の課程を修了した人、または令和３年３月修了見込の人

教校学（了修を）る限に人すた満を準基るめ定の臣大学科部文の他のそ、とこるあで上以年２が限年業修（程課門専校学修専⑥

育法第90条に規定する大学入学資格がある人に限る）した人、または令和３年３月修了見込の人

　　　ただし、専門課程の分野が志望学科の分野と深く関連があることが望ましい。

学（了修を）る限にのもすた満を準基るめ定の臣大学科部文の他のそ、とこるあで上以年２が限年業修（程課科攻専の等校学等高⑦

校教育法第90条に規定する大学入学資格がある人に限る）した人、または令和３年３月修了見込の人

　　　ただし、専門課程の分野が志望学科の分野と深く関連があることが望ましい。

　⑧　本学を第一志望として強く希望し、人物、学業、健康ともにすぐれ、志望学科の勉学に強い意欲を持っている人

　⑨　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

　⑩　スポーツ競技団体（ＪＯＣ等）の推薦が得られる人

学（習実、技実の該当は合場るす得取を等格資験受士養栄理管、格資士育保、状許免員教びよお等験実、習実、技実の科学・部学望志⑪

外の実習を含む）、実験等に支障のない人

　（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。

　入試日程 

区分 願書受付期間（最終日17時必着） 入試日 合格発表 入学手続期限

Ａ 令和２年９月15日（火）～９月29日（火） 令和２年10月４日（日） 令和２年10月８日（木） 令和２年10月16日（金）

Ｂ 令和２年11月24日（火）～12月８日（火） 令和２年12月13日（日） 令和２年12月17日（木） 令和２年12月24日（木）

Ｃ 令和３年１月29日（金）～２月12日（金） 令和３年２月16日（火） 令和３年２月20日（土） 令和３年３月１日（月）

Ｄ 令和３年２月25日（木）～３月11日（木） 令和３年３月15日（月） 令和３年３月19日（金） 令和３年３月23日（火）必着
※出願資格⑤に該当する人の願書受付締切は、Ａ日程９/23（水）、Ｂ日程12/１（火）、Ｃ日程２/５（金）、Ｄ日程３/１（月）必着。
　なお、留学生については、児童学部児童学科（夜間主）の募集はありません。

※他の入試の入寮減免措置との併用はできない。
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　選考方法 

児童学部／児童学科（昼間主・夜間主）　心理・福祉学部／心理学科、社会福祉学科　文学部／文学科（編入学入試）
　（1）書類審査　　（2）小論文　　（3）面接

P.」項（編入学入試）要験試学入度年３和令「。す課を）技実（道書え加に記上、はスーコ化文道書科学文部学文※ 20《文学科書道

文化コース　書道の実技試験について》を参照。

人間栄養学部／人間栄養学科
　（1）書類審査　　（2）専門知識　　（3）小論文　　（4）面接

音楽学部／演奏学科、音楽総合学科
　（1）書類審査　　（2）専門実技　　（3）面接

.P」項（編入学入試）要験試学入度年３和令「、はていつに技実門専の部学楽音※ 21・P. 22音楽学部演奏学科、P. 23音楽学部音楽

総合学科３年次編入学試験実技等課題を参照。

　試験時間割 

児童学部／児童学科（昼間主・夜間主）　心理・福祉学部／心理学科、社会福祉学科　文学部／文学科

区分（日程） 集合時間 小論文 面　接 試験場

Ａ・Ｂ ９：50 10：20～11：20 11：40～ 大学キャンパス

Ｃ・Ｄ ９：50 10：30～11：30 11：50～ 大学キャンパス

※文学部文学科書道文化コースの受験生は、面接終了後、実技試験を実施する。

人間栄養学部／人間栄養学科

区分（日程） 集合時間 専門知識 小論文 面　接 試験場

Ａ・Ｂ ８：30 9：00～10：00 10：20～11：20 11：40～ 大学キャンパス

Ｃ・Ｄ ８：30 9：00～10：00 10：30～11：30 11：50～ 大学キャンパス

音楽学部／演奏学科、音楽総合学科

区分（日程） 集合時間 専門実技・面接 試験場

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 10：10 10：30～ 大学キャンパス

※専門実技、面接開始の時間は受験番号によって異なる。

出願書類（詳細は「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」を参照）

　（注）「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」P. 19「単位の認定」「免許・資格の取得等について」などを確認の上、出願して
　ください。本学所定用紙については、「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」の巻末の用紙を使用すること。

（入学願書：本学所定用紙）
写真1枚（3か月以内に撮影したもの。縦４cm×横３cm　正面上半身　脱帽　背景無地）

（本学所定用紙）

（本学所定用紙）※受験票の宛名“様”は消さないでください。

※外国語で書かれている場合は、原本とその日本語訳。

（取得単位数、評価が明記されているもの）
※外国語で書かれている場合は、原本とその日本語訳。

（住所・氏名明記のこと。なお、“様”は消さないでください。）

（本学所定用紙・表面）、経歴書（本学所定用紙・裏面）

（スポーツ競技歴を含む）
スポーツ競技団体（ＪＯＣ等）が作成、発行したものを親展封書として提出すること。

（本学所定用紙）　※音楽学部志願者のみ
1. コースごとにそれぞれの受験曲目を漏れなく記入すること。
2. 、おな。う行を験試い従に題課のれぞれそもていつに題課試入のスーコるすと望志二第、しだた。能可がとこるす験受を望志二第で内部学楽音
その課題が第一志望と同じ課題の場合は、新たに試験を行わない。また、面接および学力試験についても共通の課題であるため、第二志
望として試験を受ける必要はない。
※練習室を一人１時間を限度に使用できる（無料）。
　希望者は、事前に本学教育支援課音楽支援グループ（TEL.
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　［出願資格④大学に２年以上在学し62単位以上を修得した人、および令和３年３月修得見込の人］
※この場合は、出願書類 卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書は必要ない。

（本学所定用紙）

　［出願資格⑥専修学校専門課程を修了した人、または令和３年３月修了見込の人］

（本学所定用紙）

　［出願資格⑦高等学校等の専攻科課程を修了した人、または令和３年３月卒業見込の人］
ータンセ学入を」書明証格資願出び及）込見了修（了修「、は人るす当該に⑦格資願出※ 入試グループ（TEL.

『入学願書』記入方法
　入学願書の各コードは、「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」P. 14『入学願書』記入方法を参照すること。

◆受験区分コード表

受験区分 コード

Ａ日程 Ｒ６

Ｂ日程 Ｒ７

Ｃ日程 Ｒ８

Ｄ日程 Ｒ９

入学手続について（詳細は「令和３年度入学試験要項（編入学入試）」を参照）

1. 入学手続の方法
入と」書明証付受込振行銀「のそ、し）用使紙用定所学本（金送込振行銀を」等金付納「にでま日期たし定指が学大、は者格合

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

3. 入学手続納付金の返還
留分十、めたいならなと象対の還返きづ基に旨主の願専、はていつに試入薦推学奨別特〉援支アリャキドンカセ・トーリスア〈

意のうえ入学手続を行うこと。



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
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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

イトーヨーカドー
開店前

プラーレ松戸

松戸駅までの所要時間 松戸駅からのアクセス

本

アクセス

SNSで入試情報やSEITOKUの最新情報をお届け！

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

東京




