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３．学校法人の沿革 
 

1905年度 

 

明治38年度 

 

「愛知淑徳女学校」設立（名古屋市中区西新町2丁目15番地）［明治38年4月15日認可］ 

開校（修業年限４年、生徒定員400人、第1学年入学78人） 

校長に小林清作先生、幹事に吉森梅子先生就任 

淑徳会機関誌「淑徳」第1号発行 （以後、第214号まで37年継続） 

1906年度 明治39年度 

 

校舎移転（名古屋市東区東新町9番地）［明治39年4月30日認可］ 

「私立愛知淑徳高等女学校」設立［明治39年5月17日認可］ 

1907年度 明治40年度 

 

「教育勅語」謄本下賜される 

第1回創立記念式挙行 （以後、5月17日を創立記念日と定める） 

1908年度 明治41年度 

 

卒業お礼参り（修学旅行）に伊勢神宮へ（1泊旅行） 

第1回卒業式（卒業生84人） 

1916年度 大正5年度 第1回創立記念運動会 

1919年度 大正8年度 「愛知淑徳高等女学校」に校名変更 

1920年度 大正9年度 夏・冬の制服として洋服を採用 

1926年度 大正15年度 修業年限を５年に変更［大正15年3月6日認可］ 

1928年度 昭和3年度 名古屋市千種区池下町に校舎移転、開校式挙行 

1930年度 昭和5年度 講堂落成式挙行 この年、「スポーツ淑徳」黄金時代に入る 

1935年度 昭和10年度 学校長小林清作先生（創立者）逝去 

1941年度 昭和16年度 報国団結成式挙行（学徒動員） 

1944年度 昭和19年度 「財団法人淑徳女子学園」設立［昭和18年12月11日認可］ 

1947年度 昭和22年度 愛知淑徳中学校開設 

理事長に小林慶一郎就任 

愛知淑徳高等女学校長・愛知淑徳中学校長に浜島一雄就任 

1948年度 昭和23年度 愛知淑徳高等学校開設［昭和23年3月31日認可］ 校長に浜島一雄就任 

愛知淑徳高等女学校最後の卒業式（第41回卒業生156人） 卒業生累計6,373人 

1951年度 昭和26年度 「学校法人愛知淑徳学園」に組織変更［昭和26年3月8日認可］ 

理事長に小林慶一郎就任  

1956年度 昭和31年度 愛知淑徳中学校長・愛知淑徳高等学校長に小林素三郎就任 

1959年度 昭和34年度 

 

名古屋市千種区田代町瓶杁（現：名古屋市千種区桜が丘）に校舎移転 

伊勢湾台風被害復旧のため10月4日まで休校 

理事長に小林素三郎就任 

1961年度 昭和36年度 

 

愛知淑徳短期大学開設 学長に小林素三郎就任 

愛知淑徳短期大学家政科設置 総定員160人［昭和36年3月10日認可］ 

1964年度 昭和39年度 愛知淑徳短期大学国文科設置 総定員80人［昭和39年1月17日認可］ 

1965年度 昭和40年度 愛知淑徳短期大学英文科設置 総定員80人［昭和40年1月25日認可］ 

1970年度 昭和45年度 愛知淑徳短期大学家政科、国文科、英文科を家政学科、国文学科、英文学科に名称変更 

1975年度 昭和50年度 

 

愛知淑徳大学開設（愛知県愛知郡長久手町（現：長久手市）） 学長に小林素三郎就任 

愛知淑徳大学文学部設置（国文学科、英文学科） 収容定員各200人 ［昭和50年1月10日認可］ 

1978年度 昭和53年度 愛知淑徳大学第1回卒業式（国文学科132人、英文学科118人卒業） 

1979年度 昭和54年度 愛知淑徳大学図書館竣工式 

1980年度 昭和55年度 愛知淑徳学園創立75周年記念図書「小林清作先生」発刊 

1985年度 昭和60年度 愛知淑徳大学文学部図書館情報学科設置 収容定員400人［昭和59年12月22日認可］ 

1987年度 昭和62年度 愛知淑徳短期大学コミュニケーション学科設置 収容定員200人［昭和61年12月23日認可］ 

1988年度 昭和63年度 飛騨林間学舎（淑友館）竣工披露 

1989年度 

 

 

平成元年度 

 

 

愛知淑徳大学大学院文学研究科修士課程設置（国文学専攻、英文学専攻、図書館情報学専攻） 収容

定員：修士課程30人［平成元年3月17日認可] 

愛知淑徳大学・短期大学長に小林素文就任 
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1990年度 平成2年度 愛知淑徳大学大学院文学研究科修士課程第１回修了式  

（国文学専攻７人、英文学専攻６人、図書館情報学専攻７人修了） 

1991年度 平成3年度 

 

愛知淑徳大学文学部コミュニケーション学科設置 収容定員200人［平成2年12月21日認可］ 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程設置（国文学専攻、英文学専攻、図書館情報学専攻） 収容

定員：博士後期課程18人［平成3年3月20日承認］ 

理事長に小林素文就任 

1992年度 平成4年度 愛知淑徳大学留学生別科設置 

 入学定員30人［平成3年9月30日届出・12月18日届出受理］ 

愛知淑徳大学エクステンションセンター開設 

1994年度 平成6年度 平成７年度から愛知淑徳大学男女共学体制移行を発表 

愛知淑徳大学国際交流会館開館（名古屋市名東区新宿） 

1995年度 平成7年度 

 

愛知淑徳大学男女共学体制への移行 

愛知淑徳大学現代社会学部設置（現代社会学科） 収容定員1,170人［平成6年12月21日認可］ 

愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科修士課程設置（人間コミュニケーション専攻、異文化

コミュニケーション専攻） 収容定員：修士課程60人［平成7年3月16日認可］ 

1996年度 平成８年度 愛知淑徳短期大学家政学科、国文学科、英文学科を生活科学科、文芸学科、英米語学科に名称変更 

1998年度 平成10年度 

 

愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科博士課程設置（人間コミュニケーション専攻、異文化

コミュニケーション専攻） 収容定員：博士後期課程24人［平成9年12月19日承認］ 

1999年度 平成11年度 

 

愛知淑徳大学大学院現代社会研究科修士課程設置（現代社会専攻） 

収容定員：修士課程60人［平成10年12月22日認可］ 

2000年度 平成12年度 

 

愛知淑徳大学コミュニケーション学部設置（コミュニケーション心理学科、ビジネスコミュニケーシ

ョン学科、言語コミュニケーション学科） 

 収容定員1,680人 ［平成11年12月22日認可］：長久手キャンパス 

文化創造学部設置（文化創造学科〔表現文化専攻、多元文化専攻、環境文化専攻〕） 

 収容定員1,140人 ［平成11年12月22日認可］：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学文学部コミュニケーション学科 募集停止 

愛知淑徳短期大学 募集停止 

2001年度 平成13年度 愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科人間コミュニケーション専攻を心理学専攻に名称変更 

2002年度 平成14年度 

 

愛知淑徳大学大学院現代社会研究科博士課程設置（現代社会専攻） 

収容定員：博士後期課程15人［平成1３年12月20日承認］ 

愛知淑徳短期大学 廃止［平成1４年7月30日認可］ 

2004年度 

 

 

 

 

平成16年度 

 

 

 

 

愛知淑徳大学ビジネス学部設置（ビジネス学科） 

 収容定員790人 ［平成15年４月24日届出・6月26日届出受理］：長久手キャンパス  

愛知淑徳大学医療福祉学部設置（福祉貢献学科、医療貢献学科〔言語聴覚学専攻、視覚科学専攻〕） 

収容定員800人 ［平成15年11月27日認可］：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学医療福祉学部医療貢献学科言語聴覚学専攻が「言語聴覚士学校」に、視覚科学専攻が

「視能訓練士学校」に指定［平成15年11月27日認可］ 

愛知淑徳大学大学院文化創造研究科修士課程設置（創造表現専攻、国際交流専攻） 

収容定員：修士課程50人 ［平成15年11月27日認可]：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学コミュニケーション学部ビジネスコミュニケーション学科、文化創造学部文化創造学科

（環境文化専攻） 募集停止 

2005年度 

 

 

 

平成17年度 

 

 

 

愛知淑徳大学大学院ビジネス研究科博士課程設置（ビジネス専攻） 

収容定員：博士前期課程40人、博士後期課程15人 ［平成16年6月25日届出・10月5日届出受

理]：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科異文化コミュニケーション専攻を言語コミュニケーシ

ョン専攻に名称変更 

2006年度 

 

 

 

平成18年度 

 

 

 

愛知淑徳中学校・高等学校が中高一貫教育体制へ移行 

愛知淑徳大学大学院医療福祉研究科修士課程設置（ソーシャルサービス専攻、コミュニケーション障

害学専攻） 収容定員：修士課程60人 ［平成17年12月5日認可］：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学文学部コミュニケーション学科 廃止 
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2006年度 

 

平成18年度 

 

愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科博士課程（異文化コミュニケーション専攻） 廃止 

愛知淑徳大学クリニック設置  

［平成17年10月6日診療所開設許可（愛知県知事）・平成18年5月30日開院］ 

2007年度 

 

平成19年度 

 

愛知淑徳大学文学部教育学科設置 収容定員400人［平成18年11月30日認可］ 

愛知淑徳大学大学院ビジネス研究科専門職学位課程設置（会計専門職専攻） 

 収容定員：専門職学位課程60人［平成18年11月30日認可］ 

2008年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成20年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程設置（文学専攻） 収容定員：博士前期課程20人、博士後期

課程12人〔平成19年4月19日届出・6月25日届出受理〕 

愛知淑徳大学大学院グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科博士課程設置（グローバルカ

ルチャー・コミュニケーション専攻） 収容定員：博士前期課程60人、博士後期課程15人〔平成

19年4月19日届出・6月25日届出受理〕：長久手キャンパス・星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学大学院コミュニケーション研究科を心理学研究科に名称変更 

愛知淑徳大学大学院医療福祉研究科博士課程設置（ソーシャルサービス専攻、コミュニケーション障

害学専攻） 収容定員：博士後期課程15人［平成19年12月3日認可］：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程（国文学専攻、英文学専攻、図書館情報学専攻）、コミュニ

ケーション研究科博士課程（心理学専攻、言語コミュニケーション専攻）、文化創造研究科修士課

程（国際交流専攻） 募集停止 

愛知淑徳大学コミュニケーション学部ビジネスコミュニケーション学科、文化創造学部文化創造学科

（環境文化専攻） 廃止 

2009年度 平成21年度 愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程（英文学専攻）、コミュニケーション研究科博士課程（心理

学専攻）、文化創造研究科修士課程（国際交流専攻） 廃止 

2010年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネス学部、ビジネス研究科が長久手キャンパスから星が丘キャンパス、医療福祉学部、医療福祉

研究科が星が丘キャンパスから長久手キャンパスへキャンパス移転 

愛知淑徳大学人間情報学部設置（人間情報学科） 

 収容定員800人〔平成21年4月24日届出・6月30日届出受理〕：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学コミュニケーション学部コミュニケーション心理学科を心理学部心理学科に名称変更 

愛知淑徳大学メディアプロデュース学部設置（メディアプロデュース学科） 

収容定員1,200人〔平成21年4月24日届出・6月30日届出受理〕：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学健康医療科学部設置（医療貢献学科〔言語聴覚学専攻、視覚科学専攻〕、スポーツ・健

康医科学科） 収容定員800人〔平成21年4月24日届出・6月30日届出受理〕：長久手キャンパ

ス 

愛知淑徳大学福祉貢献学部設置（福祉貢献学科〔社会福祉専攻、子ども福祉専攻〕） 

 収容定員480人〔平成21年4月24日届出・6月30日届出受理〕：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学交流文化学部設置（交流文化学科） 

 収容定員1,360人〔平成21年4月24日届出・6月30日届出受理〕：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学大学院教育学研究科修士課程設置（発達教育専攻） 

 収容定員：修士課程20人〔平成21年10月30日認可〕：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学文学部図書館情報学科、現代社会学部現代社会学科、コミュニケーション学部コミュニ

ケーション心理学科、言語コミュニケーション学科、文化創造学部文化創造学科（表現文化専攻、

多元文化専攻）、医療福祉学部福祉貢献学科、医療貢献学科（言語聴覚学専攻、視覚科学専攻） 

募集停止 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程（図書館情報学専攻） 廃止 

愛知淑徳大学福祉貢献学部福祉貢献学科子ども福祉専攻が「指定保育士養成施設」に指定〔平成22年

3月25日認可〕 

愛知淑徳職場内保育室(AS保育室)設置〔平成22年5月10日〕：長久手キャンパス 

2011年度 

 

 

平成23年度 

 

 

愛知淑徳大学大学院ビジネス研究科専門職学位課程（会計専門職専攻） 募集停止 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程（国文学専攻）、コミュニケーション研究科博士課程（言語

コミュニケーション専攻）、ビジネス研究科専門職学位課程（会計専門職専攻） 廃止 

2013年度 

 

平成25年度 

 

愛知淑徳大学大学院文化創造研究科博士課程設置（文化創造専攻） 

収容定員：博士前期課程80人、博士後期課程18人〔平成24年4月25日届出・6月25日届出受
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2013年度 

 

平成25年度 

 

理〕：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学大学院心理医療科学研究科博士課程設置（心理医療科学専攻） 

 収容定員：博士前期課程100人、博士後期課程27人〔平成24年4月25日届出・6月25日届出受

理〕：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程（文学専攻）、現代社会研究科博士課程（現代社会専攻）、

心理学研究科博士課程（心理学専攻）、医療福祉研究科博士課程（ソーシャルサービス専攻、コミ

ュニケーション障害学専攻）、文化創造研究科修士課程（創造表現専攻） 募集停止 

愛知淑徳大学大学院医療福祉研究科博士課程（ソーシャルサービス専攻、コミュニケーション障害学

専攻）、文化創造研究科修士課程（創造表現専攻） 廃止 

愛知淑徳大学健康・医療・教育センター（AHSMEC：アースメック）設置：長久手キャンパス 

愛知淑徳大学国際交流会館を長久手キャンパスへ移転 

2014年度 平成26年度 愛知淑徳大学大学院心理学研究科博士課程（心理学専攻） 廃止 

2016年度 

 

 

 

 

 

平成28年度 

 

 

 

 

 

愛知淑徳大学メディアプロデュース学部メディアプロデュース学科を創造表現学部創造表現学科（創

作表現専攻、メディアプロデュース専攻、建築・インテリアデザイン専攻）に名称変更 

愛知淑徳大学グローバル・コミュニケーション学部設置（グローバル・コミュニケーション学科）  

収容定員240人〔平成2７年4月27日届出・6月2３日届出受理〕：星が丘キャンパス 

愛知淑徳大学文学部図書館情報学科、コミュニケーション学部言語コミュニケーション学科、医療福

祉学部福祉貢献学科、医療貢献学科（言語聴覚学専攻、視覚科学専攻） 廃止  

2017年度 平成29年度 愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科設置 収容定員320人［平成28年8月31日認可］ 

愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学科が「管理栄養士及び栄養士養成施設」に指定［平成29年3

月27日認可］、「食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設」に登録［平成29年3月29日認

可］ 

愛知淑徳大学文化創造学部文化創造学科（表現文化専攻、多元文化専攻） 廃止 

愛知淑徳大学大学院文学研究科博士課程（文学専攻）、現代社会研究科博士課程 

（現代社会専攻） 廃止 

2018年度 平成30年度 愛知淑徳大学文学部総合英語学科設置 

 収容定員400人［平成29年7月25日届出・9月25日届出受理］ 

愛知淑徳大学ビジネス学部ビジネス学科に現代ビジネス専攻、グローバルビジネス専攻を設定 

愛知淑徳大学文学部英文学科 募集停止 

愛知淑徳大学現代社会学部現代社会学科、コミュニケーション学部コミュニケーション心理学科 廃

止 

2019年度 平成31年度 

令和元年度 

愛知淑徳大学交流文化学部交流文化学科にランゲージ専攻、国際交流・観光専攻を設定 

愛知淑徳大学留学生別科を長久手キャンパスから星が丘キャンパスへキャンパス移転 

 


