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　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。教職員
一同、皆様のご入学を心から歓迎いたします。
　聖徳大学・聖徳大学短期大学部は、創立以来、保育士・
幼稚園教諭をはじめ、教員や管理栄養士、看護師等、数多
くの優れた人材を輩出し、免許・資格の取得、国家試験対
策において毎年高い実績を上げてきました。
　本学の建学の精神「和」は、学園創立者、川並香順・孝子
両先生により定められました。これは、聖徳太子の教え
とそれに基づき制定された十七条憲法に示される「和を
以って貴しと為す」から由来しています。本学はこの建
学の精神「和」を基礎に、「人間教育」を実践し、〈他者への
思いやり－優しさと心づかい〉を備えた、気品溢れる女性
をこれまで社会に送り出してきました。相手に対する心
遣いや感謝を形にして伝える「小笠原流礼法基礎講座」や
世界の一流の芸術、演奏に触れ感性を養う「聖徳学園シ
リーズコンサート」、そしてグローバルな環境のもとで最

先端かつ多面的な学びの視点を体験する「学外研修」「海
外研修」等、これらの講座・体験を通じて伝統文化への神
髄を体得し国際性を育んでいます。
　また、「自立するチカラをはぐくむ女性総合大学」とし
て、課題解決力やチームワーク力、コミュニケーション力
など総合力を高める教育に力を入れており、社会生活や
就職活動に有効なスキルなどを実践的に身につけていく
聖徳夢プロジェクト（キャリア教育プログラム）を行って
います。そこでは、SEITOKU Academic Literacyにより
自己分析力、論理的・分析的思考力を養い、クラス担任制
の少人数の学習環境、少人数ゼミを通じて、学生たちは飛
躍的に成長しており、その結果〈圧倒的な就職実績〉〈教育
系の就職100％〉〈上場企業就職への飛躍的進出〉〈就職後
の職場からの高評価〉という形で社会から高い評価を受
けています。
　時代の変化に前向きに対応する本学園創立以来の改革
精神は、新型コロナ下にも発揮され、皆様方の学びを止め
ないため、いち早くオンライン・対面によるハイブリッド
な授業を開始し、加えて、企画力・チームワーク力・自己達
成感を育む学外研修の代替プログラムとして「SEITOKU 
Autumn Program～チャレンジDAY～」を実施しました。
本学は、どのような状況下でも入学された皆様一人ひと
りが抱いている「夢」や「希望」を実現するため、学びの可
能性を広げられるよう支援してまいります。また学習意
欲の向上を促す、聖徳ラーニングデザインセンター、語学
教育センター、教職実践センターの3つの教育センター
を大いにご活用ください。皆様方の入学から卒業まで、
一人ひとりの夢の実現に向けて精一杯応援させていただ
きます。

学　長　挨　拶

● 学長挨拶
● 学生表彰  課外活動等
● 後援会・後援会支部総会の体験発表
● 卒業生からのメッセージ
● 就職活動の流れについて
● 3つの教育センターを活用しよう
● 川並弘昭記念図書館
● キャンパスカレンダー
● オフィシャルキャラクター
 「ファイ」「リーン」の紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2〜 3

・・・・P  4〜 6
・・・・・・・・・・・・・・P  7〜 8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 9

・・・・・P 10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 12

・・・・・・・・・・・・・・P 12

No.
2021.4224［学園だより］

SEITOKU TIMES

在学生のための情報誌

No.224  INDEX

聖徳大学・聖徳大学短期大学部 

理事長・学長  川並 弘純

新入生の皆様　ご入学おめでとうございます



2

SEITOKU TIMES

令和 2 年度 学生表彰 課外活動等 （敬称略、学年は令和 2 年度3月現在）

▶　児童学科 幼稚園教員·保育士養成コース4C　白川 舞華

▶　2020CHIBA UNIVERSITY PRESS

▶　学友会本部

▶　保育科7ゼミ

▶　児童学科 幼稚園教員·保育士養成コース4C　小松 愛奈

　・　2年間学友会役員として学友会活動に取り組んだ。今年度は、会長としてコロナ禍、学友会活動が難しいなか、
学友会役員をまとめ、学友会活動の一番の大きなイベントである聖徳祭をオンラインで実施することを決め、
聖徳祭実行委員長とともに短期間で準備し「オンライン聖徳祭」を成功に導いた。

　・　千葉日報社主催「2020CHIBA UNIVERSITY PRESS」において、千葉県の参加大学4校（敬愛大学、淑徳大学、
帝京平成大学、聖徳大学）の中で1位となる優秀賞を受賞。

　大学生の情報発信力やメディアリテラシー能力の向上を目的に、学生が記者となって取材・編集した記事が
11月26日千葉日報に記載された。コロナ禍において、学生間のミーティングや取材先への訪問など制限が
ある中で苦労をしたが、「人と人との関わり合いが薄くなりがちなこのコロナ禍だからこそ、新たな価値観
や人との繋がりを取材したい」という企画のもと取り組んだ結果、編集長他審査員から評価され、優秀賞に
輝いた。

　・　コロナ禍の中、第56回聖徳祭を初のオンラインにて実施した。『今こそ共に響かせよう！彩り豊かな私たち
の声』をテーマに、人との関わりが減り、未来に不安や孤独を感じる中、オンライン上で人それぞれの個性を
活かし、みんなで作り上げる聖徳祭を完成させた。学友会本部企画はいずれの企画も多くの学生から共感
と好評を得ることができた。例年実施している行事等を実施することが制限される中、現状を前向きにと
らえ、今だからこそできることはないかと議論を重ね、実行した。

　・　2020年5月、いち早くTeamsによるオンタイム授業の方法を習熟し、完全リモートワークにて、動画『小さな
物語「ぞうさんぽ」』を制作した。秋学期には、続編となる動画『おうちdeおとさがし～これってなんの音？』
を制作、咀嚼音等のASMRによる「音」をテーマとした実写、コマ撮りは、親子で簡単に踊れるダンス動画で
構成され、オンライン上からアプローチする子育て支援を計画、親子のおうち時間の楽しみを提供、休館中
のおやこで“ゆるりん”の地域へのアプローチに貢献した。コロナ禍における動画による子育て支援の可能
性を提示した。

　・　3年間、学友会役員として学友会活動に取り組み、今年度は聖徳祭実行委員長を務めた。
　オンライン聖徳祭を会長とともに発案、企画、準備、運営と多岐にわたって尽力し、みごと「オンライン聖徳

祭」を成功に導いた。

■学生表彰（課外活動等）

学 長 賞
■    個 人 の 部   ―――――――

■    団 体 の 部   ―――――――
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▶　人間栄養学科4D　古田 みゆる

▶　人間栄養学科2E　大西 夏帆

▶　文学科 図書館情報コース　片山ゼミ

▶　まつどソング研究グループ

　・　「松戸No.1料理人決定戦～新しい松戸名物を作り出すのはキミだ！！～」（令和2年11月28日、於 キテミテ
マツド）においてカラフルマツドン～ガーリックシュリンプ添え～」を考案し、発表。約200名の応募の中
から最終選考10名に選ばれた。

　当日の様子はTBS「Nスタ」で全国放送された。「キテミテマツド」フードコート内にて3月12日より一般に
販売されることとなった。

　・　第99回関東学生陸上競技選手権大会　3000m障害　第7位
　関東学生大会の中では最高峰の第99回関東学生陸上競技選手権大会が5月に開催予定であったが新型コロ

ナウイルス感染拡大で10月に延期された。厳しい練習環境の中で目標を見失わず、本大会においては本学
では初の入賞を出場を果たし、来年度の出場権も手にする活躍をした。

　・　図書館総合展2021年は、今年度の開催がコロナの影響でオンライン型開催という特殊な開催形態となった
が､学生ながら、様々な条件をクリアして出品し、難関の「主催者カルチャージャパン賞」を受賞し、さらに来
場者の人気投票で選考される研究発表のポスターセッションでは、学生ながら、「ポスターセッション来場
者投票第4位」を獲得し、ダブル受賞の快挙となった。

　・　地域の資源を生かした遊びの研究として、制約のある中でも学生主導で活動の継続を模索し、オンライン聖
徳祭に向けて松戸の魅力を題材としたコマ撮り動画「とっくんとまつどたんけん！～まつどのなかまたち
～」を作成、発表した。

　また、2015年から続くグループ活動の継続、研究の継承のため、コロナ禍で大学に通学できない1年生に呼
びかけ、独自にオンライン上、また感染対策をしながら対面にて地域貢献研究活動を行なった。聖徳祭では
分業となったが、2月にWebおやこで“ゆるりん”にて、1・2年生協働により地域に向けて正式版動画を発表
する予定である。

　コロナ禍で活動が制限される中、1、2年生間における協働での研究活動、学びの継承を図り、オンライン・対
面を工夫しながら保育科の学びを伝えた。そして地域貢献活動の方法を模索し、独自のアイデアで地域に
アプローチする姿勢は、地域を担う保育のエキスパートとしての模範である。

■学生表彰（課外活動等）

奨 励 賞
■    個 人 の 部   ―――――――

■    団 体 の 部   ―――――――
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■後援会　■後援会支部総会の体験発表

　令和2年度は全国8支部、合わせて13名の卒業生が発表を行いました。今年度も多くの方に発表をしても
らう予定です。是非、支部総会へご出席ください。

支部総会・保護者会について

　支部総会では、卒業生による体験発表を行っています。在学中の授業での学びや学外研修での経験、就職活動の方
法、実習での様子についてなど、その発表内容は多岐にわたっています。また、支部総会と併せて開催される大学・短
期大学部の保護者会では、修学状況や学生指導について、先生と保護者による個別面談を実施しています。
　日程は、学生便覧等ご参照ください。

　新入生・在学生の皆さん、ご入学・ご進級おめでとうございます。新年度にあたり、
大学生活への新たな目標は立てましたでしょうか。聖徳学園は「和」を建学の精神とし、
きめ細やかな女性教育を実践しております。永い時間をかけて熟考された綿密なカリ
キュラムは、学生の皆さんが卒業後に社会人として求められるスキルを在学中に身に
付けられるよう作られています。後援会では、聖徳大学・聖徳大学短期大学部で学ぶ
皆さんのお役に立ちたく、学内の諸施設の整備・奨学助成・各種学外研修の援助など、
多方面にわたる支援活動をしています。また、これらの学生支援活動に対して保護者
のご理解とご協力をいただくため、全国に11ある支部の総会を毎年実施しています。
大学と学生皆さんのために、できる限りの支援と協力をしていく方針です。卒業まで
の貴重な学生生活を真に充実したものとするため、 ご支援・ご協力をお願いいたします。

（聖徳大学・聖徳大学短期大学部後援会長　星野　伸之）

後援会としての支援

●　青木 匡夏さん　保育科　第一部幼稚園教員・保育士養成コース （平成31年3月卒業）

就職先 福島県　保育園 

取得資格・免許 幼稚園教諭二種・保育士

在学生へのアドバイス ストレスをためすぎず、 頑張ってください。

●　遠藤 愛さん　児童学科（昼間主）幼稚園教員養成コース （平成31年3月卒業）

就職先 福島県　保育園 

取得資格・免許 幼稚園教諭一種・小学校教諭一種・特別支援学校教諭一種・ 
保育士・キャンプインストラクター 

在学生へのアドバイス ピアノ練習室など使える施設は、 めいっぱい活用すると良いと思います。 

▼《東北（南）支部》 令和2年9月6日（日） 開催

後援会支部総会の体験発表に注目！！

後 援 会
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▼《甲信地区支部》 令和2年10月11日（日） 開催

▼《静岡県支部》 令和2年10月18日（日） 開催

■後援会支部総会の体験発表

●　向山 美紅さん　児童学科（昼間主）小学校教員養成コース （令和2年3月卒業）

就職先 山梨県　小学校 

取得資格・免許 小学校教諭一種・特別支援学校教諭一種

在学生へのアドバイス 常に目標を持って生活をする！ 

●　向山 美紅さん　児童学科（昼間主）小学校教員養成コース （令和2年3月卒業）

就職先 山梨県　小学校 

取得資格・免許 小学校教諭一種・特別支援学校教諭一種 

在学生へのアドバイス 常に目標を持って生活をする！ 

●　坂本 真惟さん　人間栄養学科 （令和2年3月卒業）

就職先 社会福祉法人緑樹会　明山荘 

取得資格・免許 管理栄養士・栄養士・フードスペシャリスト

在学生へのアドバイス 一生懸命努力して「夢」に向かって頑張ってください。 

●　鶴巻 優恵さん　人間栄養学科 （平成30年3月卒業）

就職先 日東アリマン株式会社

取得資格・免許 管理栄養士・栄養士

在学生へのアドバイス メリハリをつけて勉強も遊びも楽しむことが大切だと思います。 

●　内山 ほのかさん　保育科第一部幼稚園教員・保育士養成コース （平成31年3月卒業）

就職先 はなみずき法人 みしま中央こども園

取得資格・免許 幼稚園教諭二種・保育士

在学生へのアドバイス 短い学生生活にメリハリをつけて頑張ってください。応援しています。 

▼《新潟地区支部》 令和2年9月13日（日） 開催

▼《東北（北）支部》 令和2年10月4日（日） 開催

●　登坂 綾乃さん　児童学科（昼間主）保育士養成コース （平成27年3月卒業）

就職先 岩沼市立東保育所 

取得資格・免許 幼稚園教諭一種・保育士 

在学生へのアドバイス 学生生活を楽しみながら、夢に向かって勉学に励んでください。

5
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■後援会支部総会の体験発表

●　志鎌 美紀さん　人間栄養学科 （令和2年3月卒業）

就職先 埼玉県　私立保育園 

取得資格・免許 栄養士・管理栄養士 

在学生へのアドバイス 友達と協力しながら悔いのない大学生活を過ごしてください。応援しています。 

▼《千葉県支部》 令和2年11月22日（日） 開催

▼《北関東支部》 令和2年11月29日（日） 開催

●　生悦住 真帆さん　児童学科（昼間主）幼稚園教員養成コース （平成31年3月卒業）

就職先 にしはら幼稚園 

取得資格・免許 幼稚園教諭一種・保育士 

在学生へのアドバイス 積極的に職員の方と関わり、 沢山アドバイスをいただいた方が良いと思います。 

●　金子 優奈さん　児童学科（昼間主）保育士養成コース （令和2年3月卒業）

就職先 さいたま市美幸保育園 

取得資格・免許 幼稚園教諭一種・保育士 

在学生へのアドバイス 実技授業での内容や製作物を丁寧に取り組み、 将来の自分の保育の引出しにしていっ
てください。

●　鈴木 里歩さん　心理学科 （令和2年3月卒業）

就職先 株式会社学情 

取得資格・免許 メンタルヘルスマネジメント検定Ⅲ種 

在学生へのアドバイス 何か悩みがある際は友人・先生・家族など話しやすい人にすぐに相談して、 自分で抱え
すぎないでください！  

●　山口 楓さん　演奏学科　器楽コース （令和2年3月卒業）

就職先 岡三証券株式会社 

在学生へのアドバイス 頼れるものはどんどん頼ってください！ 

▼《茨城県・東京地区支部（合同）》 令和2年11月1日（日） 開催

●　加藤 明日香さん　児童学科（昼間主）小学校教員養成コース （令和2年3月卒業）

就職先 台東初音幼稚園 

取得資格・免許 幼稚園教諭一種・小学校教諭一種・保育士

在学生へのアドバイス 実習や授業など辛いことが沢山あるとは思いますが、社会人になったら絶対に役立つ
ので頑張ってください。 
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■卒業生からのメッセージ

　今春も聖徳から夢を叶えて羽ばたいた卒業生が大勢います。それぞれの
進路は就職や進学と多様ですが、共通しているのは自分の未来に対する前
向きな取り組み方です。
　先輩たちのメッセージを紹介します。

▶就職先 埼玉県教育委員会
（小学校教諭）

児童学科幼稚園教員・
保育士養成コース

内村 
栞里さん

　忙しい毎日に弱音を吐くこともあ
りましたが、友達や先生方に支えて
もらいながら乗り越えることができ
ました。「先生になりたい」という強
い気持ちが、教員採用試験合格につ
ながります。一緒に頑張りましょう！

▶就職先 千葉県庁
（児童指導員）

児童学科
児童心理コース

伊藤 
梨紗さん

　私は、沢山迷って就職希望先を決
めました。大変な時も友達や先生が
いてくれたから乗り越えられたので、
辛いことがあっても一人で悩まず友
達や先生方に相談してみてください。
きっと力になってくれると思います！

▶就職先 日本赤十字社 総合福祉センター
（介護職）

社会福祉学科社会福祉
コース· 介護福祉コース

江刈内 
知宏さん

　就職先が決まっても、国家試験が
終わるまで気が抜けない状況で不安
が沢山ありました。しかし、先生や友
人に支えてもらいながら1つずつ乗
り越えて行きました。何か困ったこ
とがあれば助けてくれる人は必ずい
ます！

▶就職先 千葉県庁
（心理職）心理学科

林 
恵莉菜さん

　就職活動や試験勉強を進めていく
中で、自信をなくしたり、不安に思う
こともあると思います。周囲の人に
相談したり、息抜きをしてメンタル
を整えることも大切です。自分の
ペースで無理せず頑張ってください。

▶就職先 東京都教育委員会
（養護教諭）

社会福祉学科
養護教諭コース

樽見 
志歩さん

　試験までは多くの不安や葛藤があ
ると思います。1人で抱え込まず、周
りの方々に相談しながら乗り越えて
いってください。自分がやりたいこ
とは何か考え、夢に向かって最後ま
で諦めずに頑張ってください。

▶就職先 株式会社スズキ自販千葉
（営業職）

児童学科
児童文化コース

白井 
あゆみさん

　「私って、本当はどんなことをした
いか」悩み葛藤した4年間でした。
やってみたいことに挑戦や冒険をす
ることで、一歩前進できるのだと思
います。1人で頑張らず、仲間と一緒
にチャレンジしてみてください！

▶就職先 株式会社アクシア児童学科幼稚園教員·
保育士養成コース

小林 
望恵さん

　私は海外の幼稚園への就職を考え
ていましたが、コロナ禍の影響を受
け日本で就職することになりました。
就職先について絞り込みすぎず、広
い視野を持つことも良いと思います。
自分を信じて最後まで頑張ってくだ
さい！

Kids Duo International 新浦安（保育士）

▶就職先 聖徳大学附属幼稚園
（幼稚園教諭）

児童学科幼稚園教員·
保育士養成コース

渡邉 
明日香さん

　私は就職活動を通して自分自身が
やりたい将来像を考え直すことがで
きました。その結果、以前からのなり
たい夢を叶えることができました。
就職は1人ではありません。キャリ
ア支援課や友達などと協力し、夢に
向かって頑張ってください！
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■卒業生からのメッセージ　

▶就職先 リゾートトラスト株式会社
（総合職）文学科

倉田 
穂乃香さん

　就活は準備が大切です。企業分析
や説明会の参加、面接練習など積極
的に行動すれば結果は必ずついてき
ます。
　不安は一人で抱えこまず、仲間に
頼って頑張ってください。そして、不
安を笑顔と自信で乗り越えましょう。 

▶就職先 東京腎泌尿器センター大和病院
（イムスグループ）（管理栄養士）人間栄養学科

佐藤 
知優さん

　就職先で沢山悩みましたが、企業
説明会や交流会に参加し、今の就職
先を決める事が出来ました。とにか
く行動してみる事が大切だと思いま
す。コロナ禍で大変だとは思います
が、悔いがないように頑張って下さ
い！

▶就職先 東京都江東区
（保健師）看護学科

猪狩 
実希さん

　就職活動では、不安なことがある
と思いますが、自分の夢をあきらめ
ず満足できる選択をして欲しいと思
います。また勉強や実習で大変だと
思いますが、自分の力を信じて夢に
向かって頑張ってください。

▶就職先 茨城県教育委員会
（中高教諭）音楽総合学科

皆川 
愛翔さん

　私は試験を終えて「気持ち」がとて
も大切だと感じました。時には悩ん
だり落ち込んだりすることもあるか
と思いますが、周りには助けてくれ
る人が必ずいます。人との出逢いを
大切に、最後まで強い気持ちを持っ
てやり抜いてください。

▶就職先 流山市役所
（保育士）保育科

今沢 
姫子さん

　私は先生に支えられて、最後まで
公務員試験を頑張り切ることが出来
ました。困った時、不安な時、いつで
も先生に相談してみてください。聖
徳大学は素敵な先生が沢山います。
頼ることを忘れないでください。

▶就職先 社会福祉法人美桜里会
チャイルドルーム（管理栄養士）人間栄養学科

木島 
萌花さん

　コロナで例年とは違うことに困惑
しましたが、多くに支えられました。
大学で自分は何をすべきか周りは何
を望んでいるのかを考えて行動しま
した。社会に出てからも役立つ力を
つけ、後悔のないように頑張ってく
ださい！

▶就職先 聖路加国際病院
（看護師）看護学科

山村 
英美子さん

　就活で求められるのは「一緒に働
きたいと思える、素直で一生懸命な
人」です。そのため普段の授業や実習
においても、意欲的に取り組む姿勢
が大切です。悔いの残らないよう最
後まで諦めずに頑張ってください。

▶就職先 株式会社関電工
（総合職）演奏学科

金子 
小夜さん

　私は就活の準備を始めるのが遅い
方でした。しかし、キャリア支援課の
方々の力を借りて希望の企業に就職
することが出来ました。就活のス
タートが遅くても諦めなければ大丈
夫です。頑張ってください！

▶就職先 浦安市役所
（幼稚園教諭）保育科

髙田 
千里さん

　油断していると、3号館と5号館の
エレベーターに挟まれます。卒業年
次になっても、学内で迷子になりま
す。聖徳バサミで血を流します。気
をつけてください！友達や先生方と、
楽しい学生生活を送ってください
ね！！！

▶就職先 SMC株式会社
（事務職）総合文化学科

藤田 
華帆さん

　私は、キャリア支援課や担任等に相
談しながら、就活を終えることが出
来ました。親身になって悩みを聞い
てくれるため、とても心強かったで
す。是非、困ったらどんなことでもい
いので相談しに行ってみてください。
学生生活はあっという間です。学生
の内に出来ることをうんとやって充
実した学生生活を過ごして下さい。
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就職したい園を選ぶためには早目に行動する事がポイント！

■就職活動の流れについて

私立幼稚園・保育園の動き

一般企業の動き

大学 3 年 1月短大1年
大学 4 年 4月短大 2 年

大学 4 年 7月短大 2 年
大学 4 年 10月短大 2 年

各協会主催の説明会

就活情報サイト等が主催する説明会

園独自で企画する見学会・説明会

見学前に、「就活届」提出必須！

園
・
協
会
の
動
き

学
生
の
動
き
・
意
識

採用活動
（企業）

就職活動
（学生）

情報収集（アルバイト・ボランティア）

園見学・説明会参加
受　験

幼稚園？保育園？それとも？
エリア、教育内容、卒業生の数、園の雰囲気などを
実際に自分の目で確かめて絞る。

就職したい園を見付けるために、
園見学や説明会に積極的に参加し、
行きたい園を明確にしていこう！ 就職したい園を1つに決めて、

受験を目的に見学をしよう！
受験

自分の就職したい園決定！

どんな園が
あるかな？

5月 6月 7月〜2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

9

　卒業生のメッセージのように多くの先輩達が早目に就職活動を行うことで自分が希望する就職先に内定して
います。低学年時から自分の将来のための情報収集や、社会を知るためのインターンシップ、ボランティアなど
に積極的に参加しましょう。下の図の私立幼稚園・保育園に就職する学生と、一般企業に就職する学生の就職
活動の流れを把握して、今からでも就職のために行動しましょう。

※上記は一般的なスケジュールですが、 業界や職種によってスケジュールも変わります。
　又、 企業によっては上記よりも前倒しで選考を開始する企業もあるので、 早目に情報収集して目標を明確にすることが重要です。

先輩の成功例から学ぶ！  就職活動の流れについて

自己分析

筆記試験対策

就職サイトオープン 内定式

業界・職種研究

エントリー開始 面接試験

インターンシップ

インターンシップ 企業セミナー、会社説明会

知識・就活スキル・行動力UP！

エントリーシート・筆記試験

試験実践！

内定取得

説明会参加・筆記試験受験

面接試験受験

職業に対する＆人生に対する「志（価値観）」を持ち、表現（主張）する！

内定出し
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■ 3つの教育センターを活用しよう

　「英語を習ってきたのに使う機会がない」「就職のとき
に英語の資格があるといいな」「そもそも英語が嫌いだか
ら勉強の仕方がわからない」なんて思っていませんか？
語学教育センターは、そんな思いを解決してくれる心強
い味方です！ネイティブの先生方と英語で話せる昼休み
の「チャットタイム」、様々な国のゲストスピーカーの招
致、「絵本の読み聞かせコンテスト」など楽しい活動を
行っています。英語の自律学習ルームとしてカフェを利
用する感覚で気軽に立ち寄ってください。

　教職に関する総合的な調査や研究を進めるとともに、学部や
コースを越えて教員を志す学生の皆さんを支援するために設置
されています。
　「教員採用試験対策特別講座」を大学3年生の秋学期から正規
授業とは別に開催し、教職教養、教科等の専門教養、論作文など
の学びと面接指導、場面指導なども行います。多くの先輩が仲間
と共に励まし合いながら夢を実現しています。

自分の学びについてアドバイスを受け、デザインしていく場です。
 〜積極的に活用してあなたの夢をかなえましょう〜

授業内容から英語資格試験対策や留学に関する質問まで、
一人ひとりに英語学習の支援をしています。

〜教師を目指す皆さんを全力でサポートします〜

聖徳ラーニングデザインセンター（1号館　1506教室）

語学教育センター（1号館4階　1404教室）

教職実践センター（1号館4階　1403教室）

　このセンターは、学生一人一人が自分の学びをデザインすること
を目的としたセンターです。予約の上、個別指導やグループ指導が
気軽に受けられます。例えば次のような疑問に答えています。

● 学習を進めたいが、学習計画のたて方や学び方は？
● 聖徳教育Ⅲやその他の科目、試験対策などの勉強方法は？
● 就職試験に必要な文章の書き方や数学の学習方法は？

　その他、大学での学習に関するあらゆる相談を受けています。
ぜひ、気軽に利用してください。

3つの教育センターを活用しよう（まずは気軽に訪ねてみましょう！）

ハロウィーンパーティー
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■川並弘昭記念図書館

●  川並弘昭記念図書館ホームページ URL  ●

http://www.seitoku.jp/lib/index.html

問合せ先：図書館事務室　電話：047-365 -1111 / メール：library@wa.seitoku.ac.jp 

●  スマートフォン用 URL  ●

https://libserv1.seitoku.ac.jp/drupal/

　蔵書数は現在約54万冊。学生の皆さんが授業で必要とする本（参考文献など）や研究に必要な学術
雑誌を中心に揃えています。自習にもご利用いただけます。 
●基本的な利用方法（入館方法や図書の借り方など）は、学生便覧をご参照ください。 
●職員は6階カウンターに常駐していますので、不明な点は気軽にお声掛けください。 
　希望者には、利用方法に関する簡単なガイダンスも行っています。 
●開館日や開館時間については、急に変更になる場合もあるので、利用の前に図書館のホームページ

で確認しましょう。 

≪新型コロナウイルス感染症に関するお願い≫
◇入館に際しては、手指の消毒と検温にご協力ください。 
◇パソコンや自動貸出機、コピー機などの機器類に触った後は、手洗いまたは手指の消毒をお願いします。

消毒液は各階に設置しています。 
◇図書館内の空調には外気が含まれています。館内の窓は開閉できませんが、換気は充分に行われてい

ますので、ご安心ください。 
≪自宅からでも出来ること≫

◎探している本や雑誌が図書館にあるかどうか、図書館資料の検索はホームページの「蔵書からさがす
（学外専用）」から可能です。マイライブラリ（個人専用ページ）にログインすると、貸出期間を延長したり、
利用したい本を予約したりすることも出来ます。 

◎宅配便による貸出も行っています。※送料は利用者負担 
◎図書館で契約しているデータベースのなかには、自宅からアクセス可能なものがあります。希望者に

はIDとパスワードをお知らせしています。 

　デスクトップPCが利用できるほか、ノートPC
の 貸 出 も 行 っ て い ま す。 視 聴 覚 資 料（CDや
DVD）と視聴用ブースもあります。

　6階にはシラバスに掲載された教科書を集めた「シラバスコーナー」のほか、 心理学や福祉、 教育に関
する本、 楽譜などがあります。7階には看護や栄養、 美術や文学に関する本があります。

　こども図書館には約1万冊の絵本や児童書が
揃っています。手前のポピュラーライブラリー
には文庫本やコミック、一般向けの雑誌や新聞な
どがあります。

11

メディアパーク4階
こども図書館
ポピュラーライブラリー5階
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■オフィシャルキャラクター「ファイ」「リーン」紹介

今後も内容の充実に努めてまいりますので、ぜひ皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
【読者の声】ご意見・ご感想は、クリスタルホール4階学生支援課「Wa」係まで

この 学園だより は 皆さんの情報誌です！！

● 活気があり、情熱的
● やんちゃなイメージ
● 暖色
● 無我夢中になりそう

● 冷静沈着な判断力
● クレバーなイメージ
● 寒色
● 客観視が出来そう

 挑戦と情熱  冷静さと知性 

聖徳大学・聖徳大学短期大学部   オフィシャルキャラクター紹介

「ファイ」 「リーン」
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聖徳大学は「公益財団法人　日本高等
教育評価機構（JIHEE）」が実施する
大学機関別認証評価で、「基準に適合
している」と認定されました。

キャンパス カレンダーSchedule
2021年 4月

7月

8月

6月

1日（木）
2日（金）、3日（土）、5日（月）
4日（日）～18日（日）
6日（火）
27日（火）
30日（金）

10日（土）

24日（土）
26日（月）～8月5日（木）

17日（火）
20日（金）～23日（月）
23日（月）～29日（日）

6日（日）～12日（土）

入学式
新入生オリエンテーション 
FC（Freshmen Camp）
春学期授業開始
創立記念日式典
FC（Freshmen Camp）「SEITOKU 〜チャレンジDAY〜」

保育表現研究発表会（児童学部・保育科）
ナーススチューデント認証式（看護学部）
春学期授業終了
春学期試験

春学期成績発表
春学期追・再試験
学外研修Ⅱ・北海道研修旅行（総合文化学科2年生）

学外研修Ⅱ・北海道研修旅行（保育科2年生Ⅰ部及び3年生Ⅱ部）


