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マーケティングや英語でのプレゼン

テーションなどを学んでいます。英語を

より深く学びたくなり、来年は休学して

カナダに留学！留学後の3年生後期

に履修する、国内外企業で1カ月間

インターンシップに参加する授業も

楽しみです。

“経営管理やマーケティングを学びたい” 

“先生になる夢も叶えたい”で商業科の

教員免許をめざしています。副専攻

プログラムを知り、教育学科の授業も

受けて小学校の教員免許にも挑戦中。

2つのキャンパスを行き来しての授業は

とても大変ですが、常に後悔しない選択

をしていきます！

自分の通った小学校を今の社会状況

に合わせて設計するといった授業など

の他にも、建築のことだけでなく、家具

や壁紙などインテリアのことも学んでい

ます。今は建築の歴史にも興味が出て

きて、伝統的建造物や町並み保存の

活用方法なども考えていきたいです。

社会福祉士と精神保健福祉士の両方

の資格取得をめざし、中でも障害者の

福祉分野を深く学んでいます。今後は手話

を覚えたり、聴覚障害のある方が利用す

る施設でボランティアに参加したりした

いです。来年の実習では、利用者さんに

寄り添ったコミュニケーションや援助す

る力を身につけてきます。

ビジネスについて幅広く学びながら、

興味のある簿記の勉強に力を入れて

います。簿記のプロによる授業で、より

簿記の楽しさを知りました。今は中級

の授業を受けていますが、もっと深く

学んでみたくなり、会計学のゼミに進む

ことに。将来は公認会計士をめざします！

視能訓練士として必要な眼科の臨床

医学知識や技術に加え、視覚科学系

の心理学も学びます。1年生で基礎

知識を学修、2年生で学内実習が始

まり、3年生で学外実習、4年生は

卒業論文と国家試験勉強。そして今は

4年間の学びの総まとめ中！  メリハリの

ある楽しくて有意義な4年間です。

学びたい！という意欲に
応えてくださるとても
熱心な先生方や、共に
頑張れる仲間との出会い
が待ってますよ！

鈴木 百香さん
心理学科 4年

寺境 理奈さん
ビジネス学科 2年

1年生から管理栄養士が働く現場を見学

したり、小学生に対し良い食習慣を知って

もらう栄養教育の授業を工夫したりと、

実践的に学んできました。最先端の実験、

実習設備が揃う学科専用棟で実践的な

知識や技術も身につけられます。今は、学科

全員国家試験合格を目標に頑張っています！

気軽に先生に質問したり、仲間と協力したりし合えるの

は少人数クラスだからこそ。常に英語に触れられる環境

で、ALL ENGLISHでエッセイ、ディスカッション、プレゼン

テーションの授業などを受けています。今は、留学に

必要な語学試験勉強にも力を注いでいます。

目標はMBAを取得して海外で働くこと！　

小学校と中高の保健体育、2つの教員

免許をめざしています。授業では学習指導案

を作ったり模擬授業をしたりして、教師に

必要な力を実践的に修得中。愛知淑徳

大学では学習障害やその支援方法など

特別支援教育も学べます。子どもキャンプの

ボランティアも頑張っています。

3年生でおこなう教育実習は
子どもたちと関わり合って学べる
貴重な機会。今から楽しみです！

アクティブラーニングを取り入れている
授業が多く、ビジネスについていろいろ
学ぶうちに将来の夢も見つかりました！

4年かけて自分の将来に向き合えます。
食を通じて患者さんに寄り添い、信頼
関係を築ける管理栄養士になります！

スクールカウンセラーになる！  中学生の時からの夢を

叶えるため心理学について幅広く学び、公認心理師の

カリキュラムで病院や施設の実習もしました。先生方の

専門領域は多様で、心の仕組みについていろんな角度

から学べます。大学卒業後は内部推薦制度で合格した

大学院へ進みます。

夢や目標に向かって充実した学生生活を送る先輩たちに
愛知淑徳大学でのキャンパスライフを教えてもらいました

先輩たちの
キャンパスライフの続きは
WEBで紹介中

湯浅 一馬さん
グローバル・

コミュ
ニケーション学科 1年

家田 彩加さん
福祉貢献学科

社会福祉専攻 2年

福田 華奈さん
創造表現学科

建築
・インテリ

アデザイン専攻 3年

戸嶋 倖大さん
医療貢献学科

視覚科学専攻 4年

松岡 七海さん
福祉貢献学科

子ども福祉専攻 3年

榊原 慎也さん
健康栄養学科 4年

永田 凌雅さん
ビジネス学科  2年

海外の言語や文化に触れる機会の多い

学科で、専攻は韓国語ですが、中国語、ロシア

語も学んでいます。夏休みには多くの留学

プログラムの中から『韓国・朝鮮語海外セミ

ナーⅠ』をオンラインで受け、日本にいながら充実

した留学が経験できました。次は実際に韓国

に行って韓国語のスキルアップをしたいです。

今はインテリアコーディネーターの
資格試験勉強中。将来は建築士
になって、社会の役に立てる空間
や建物を設計します！

1学年の50人、みんな“子ども好き”
で仲良し！  先生との距離も近くて良い
雰囲気の中で学べます！

熊野 悠由さん
教育学科 1年

宮澤 魁星さん
ビジネス学科 1年

高校生の頃から学んでいる福祉。難しいことも
あるけれど、同じ志を持つ仲間と勉強に励む
毎日は楽しいです！

WEBも見てね

患者さんが少しでも快適に過ごせる
ように！  全ての検査を安心して任せ
てもらえる視能訓練士をめざします！

油井 紗彩さん
交流文化学科

ランゲージ専攻 2年
韓国語能力試験6級取得
をめざして勉強中。年1回、
受験料を大学が負担してく
れる制度を活用しています！

大学時代は自分次第で何にでも
挑戦できる時！  留学ではいろいろ
な文化、言語、人々と出会って
成長してきます！

保育職か英語を使った仕事、将来を決めき

れずに入学しましたが、子育て支援の授業

などでさまざまな視点から子どもや保育に

ついて学び、英語や韓国語などの授業も

履修しています。幼稚園教諭の免許と

保育士の資格をめざしながら、国際社会に

対応できるよう語学学習も続けていきます。

2年生で必修の留学プログラムを楽しみに
しています。英語のスキルの向上だけでなく、
多文化共生についても学んでみたい！

商業と小学校の教員免許取得
は成し遂げられるか不安ですが、
挑戦しないことには何も始まら
ない！  夢を叶えてみせます!
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中村 柊斗さん 健康医療科学部 スポーツ・健康医科学科
救急救命学専攻 1年

P R O F I L E

「一人でも多くの人を助けたい」という思いのもと、救急救命士をめざしています。

今、一番力を入れている授業は、救急隊の隊活動をシナリオに沿ってロールプレイで実践

的に学修する実習です。実習が進むにつれ次々と新しい知識や技術を教わり、覚えること

も増えてとにかく大変ですが、自分の処置ひとつが命に関わるため、自然と授業に力が入り

ます。授業だけでは知識や手技は定着しないため、予習や復習、自主練習も欠かせません。

先日、アルバイト先で救急搬送の場面に遭遇しました。冷静に対処することの難しさに直

面しつつも、日々学んでいる一つひとつの知識や技術が救急の現場に直結すると身を

もって感じたことで、今まで以上に授業や自主練習に取り組んでいます。

救急救命士になるという強い信念と覚悟を持って入学しました。知識も体力もまだまだで

すが、1期生の自覚と誇りを胸に、仲間たちと共に夢に向かって頑張ります。

■精神保健福祉士
 精神的な障がいのある方

の相談支援、生活訓練、就労支援など
に携わり、療養や日常生活を支えます。

資格の特色

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格

国家
資格 国家

資格
国家
資格

国家
資格

■TOEIC®
 ビジネスシーンや日常の

場での「読む」「聞く」「書く」「話す」の
英語能力を測る試験です。合格・不
合格ではなく、点数で評価されます。

資格の特色

 中国政府教育部が認
定する中国語の運用能力を測る試
験です。1級（初級）から6級（上級）ま
であります。

資格の特色

■HSK（漢語水平考試）

■韓国語能力試験（TOPIK）
 大韓民国政府教育省

が認定・実施する唯一の韓国語試
験です。1級（初級）から6級（上級）ま
であります。

資格の特色

■日本語検定
 語彙や文法、敬語や言

葉の意味など、日本語の総合的な能
力を測ります。1級（社会人上級レベ
ル）から7級（小学校2年生レベル）ま
であります。

資格の特色

■ファイナンシャル・プランナー
 貯金、投資、保険、税金、

年金など、お金についての幅広い知識
を身につけ、資金計画や資産運用など
での相談業務に対応します。

資格の特色

■日商簿記検定
 企業の経営活動を記録・

計算・整理して、経営成績と財政状況
を明らかにする技術を測ります。会計知
識だけでなく、基礎的な経営管理や分
析力も身につきます。

資格の特色

■基本情報技術者試験
 システムエンジニアとして活

躍する上での入門資格です。情報技術を
活用した戦略立案に参加したり、システム設
計・開発・運用に携わる際の基本的知識・
技能や、実践的な活用能力を証明します。

資格の特色

■ITパスポート試験
 ITについての基礎的知識

修得を証明する資格です。ＩＴに関する
知識だけでなく、企業活動、経営戦略な
どＩＴを活用する場面で必要となる幅広
い知識も身につきます。

資格の特色

■ウェブデザイン技能検定
 関連国際標準規格等に

基づいたウェブデザインに関する知識・
技能、実務能力などを証明する資格で
す。ウェブサイトの制作、デザインに役立
ちます。

資格の特色

■CGクリエイター検定
 CG映像の制作において、

制作スキルや映像表現技術、CG理論
の知識、CGソフトウェアを効果的に用
いる能力を測る資格です。メディア業界
やゲーム業界などで活かせます。

資格の特色

■インテリアコーディネーター
 快適な住環境になるよう、

壁紙や照明、家具やカーテンなどのインテ
リアのコンサルティングやプランニングをお
こないます。

資格の特色

■公認会計士
 会計の専門家として、企

業の財務情報の検証（監査）や経営全
般にわたるコンサルティングに携わりま
す。税理士登録をすることで、税理士と
しての業務もおこなえます。

資格の特色

■建築士（一級・二級）
 住宅やビルなどの建物の

設計や工事監理を担う、建築のプロ
フェッショナルです。一級建築士資格取
得には実務経験が必要です。

資格の特色

■マルチメディア検定
 ビジネスで使われるマルチ

メディアやICTの幅広い知識を測る検
定試験です。「ベーシック」と「エキスパー
ト」の2種があります。

資格の特色

■税理士
 税と会計の専門家です。

税務署への税金の申告を代行したり税
務書類を作成したり、税務相談に応じた
りして、個人や企業の納税をサポートし
ます。

資格の特色

■視能訓練士
 医師の指示のもと、見る機

能（視機能）に障がいのある方に、視力
や眼圧といった基礎検査や精密検査、
視機能回復のためのリハビリをします。

資格の特色

国家
資格■救急救命士

 医師の指示のもと、重度
の傷病者に対して救急救命処置をお
こないます。一般の救急隊員とは異な
り、救急救命士は「静脈路確保」や
「器具を使った気道確保」「薬剤（アド
レナリン）投与」などが実施可能です。

資格の特色

■健康運動実践指導者
 健康と運動の知識と、健

康づくりのための運動指導の知識や
技能を持ち、健康運動指導士などが
作成した健康づくりのための運動プロ
グラムを実践し指導します。

資格の特色

■健康運動指導士
 保健機関や医療関係者

と連携しながら、人それぞれの心や体
の状態に応じた安全で効果的な運動
プログラムを作成し、実施や指導の調
整をします。

資格の特色

■管理栄養士
 傷病者や高齢者も含め

た幅広い対象者の栄養指導や給食
管理、栄養管理をします。教育機関、
行政、企業だけでなく、医療機関や福
祉施設で活躍することもできます。

資格の特色

健康栄養学科 グルーバル・
コミュニケーション学科

スポーツ・健康医科学科
救急救命学専攻

福祉貢献学科
社会福祉専攻

交流文化学科
ランゲージ専攻

交流文化学科
国際交流・観光専攻 ビジネス学科

福祉貢献学科
子ども福祉専攻めざせる学科・専攻 国文学科全学科 総合英語学科 教育学科 人間情報学科 心理学科

創造表現学科
創作表現専攻

創造表現学科
メディアプロデュース専攻

創造表現学科
建築・インテリアデザイン専攻

医療貢献学科
言語聴覚学専攻

医療貢献学科
視覚科学専攻

■司書
 図書館で図書資料の保

管、貸出、利用者への読書案内などを
おこなう専門職です。

資格の特色

■学芸員
 博物館、美術館、資料館

などで資料の収集、保管、展示、調査
研究をおこなう専門職です。

資格の特色

■教員免許状（一種）
・国語［中］［高］

 障がいのある児童・生徒
一人ひとりに合った教育や支援・指導
をおこないます。

仕事内容
・特別支援学校教諭

 学校給食の運営、児童・
生徒の栄養の指導・管理を担い、食
育を推進します。

仕事内容
・栄養教諭

・社会［中］

・地理歴史［高］

・保健体育［中］［高］

・情報［高］

・商業［高］

・小学校教諭

・幼稚園教諭

・英語［中］［高］

 福祉の専門家として支
援を必要とする方の相談に応じ、適切
な福祉サービスの提供につなげます。

■社会福祉士
資格の特色

■公認心理師
 心に痛みを抱える方を心

理検査やカウンセリングなどでサポート
します。心理職初で唯一の国家資格
で、医療現場での活躍も期待されてい
ます。取得には大学院での履修または
認定施設での実務経験が必要です。

資格の特色

■認定心理士
 4年制大学での心理学

に関する標準的な基礎知識・技術の
修得を証明する資格です。

資格の特色

■言語聴覚士
 医師の指示のもと、ことば

や聴こえ、飲み込みに障がいのある方
に、聴力や言語発達などの検査をし、そ
の能力改善のためのリハビリをします。

資格の特色

■保育士資格
 保育のプロフェッショナ

ルとして、乳幼児の保育と、保護者に
対して保育の指導をおこないます。

資格の特色
＊

＊在学4年間での取得は極めて困難です。

（予定）

（予定）

スポーツ・健康医科学科
スポーツ・健康科学専攻

資格・免許資格・免許将来に役立つ

ビジネス健康・医療・福祉

クリエイター

語学教育

Q   将来の夢は？Q   将来の夢は？

　  消防署だけでなく、病院や自衛隊、海上保安
庁、警察など、活躍の場はさまざまだと学びました。
どの機関に所属したとしても、「この人なら大丈
夫！」と安心して処置を任せてもらえる救急救命士
になりたいです！

AA

Q   救急救命学専攻の魅力は？Q   救急救命学専攻の魅力は？

　  救急の現場に多い一般住宅の間取りを再現した
実習室や、救急の資器材などが豊富に揃っているところ！
さらに、先生方は救急の第一線で活躍されていた方たち。
DMAT＊でも活動された救命医の先生の基礎ゼミに
所属していて、現場での体験談からも多くを学んでいます。

救急救命士を
めざしたきっかけは？

QQ

    小学生の時、大けがをした
友だちに素早く処置をする
救急救命士の姿に感動しまし
た。高校生の時には新型コロ
ナウイルスや自然災害のニュー
スで救急救命士の活動を
よく目にし、自分も多くの人を
助けたい！と思ったから!!

AA

AA

＊DMAT…災害派遣医療チーム

実習はとにかく大変！ 
でも、1分1秒を争う救急
の現場ではひとつのミス
も許されないため、一度
学んだことは確実に自分
の物にします！！

頑強な身体は救急救命士の基本。
実習は腕立て伏せやスクワットなどの
筋力トレーニングで始まります。

1.まずは体力錬成から。

講義や映像で今日の実習内容を学修。
注意点やコツは先生がデモンストレーションで
更に詳しく教えてくださいます。

2.実習内容の講義を受けて、

救急の現場で迅速かつ的確に対応するために必要となる豊富な専門知識や技術、実践力。
この実習では、一次救急処置の理論と実技などを基礎から具体的に学びます。

『救急救命実習Ⅰ』
授業紹介

オフショ
ット

授業紹介授業紹介授業紹介授業紹介
オフショ

ット
オフショ

ット

3人一組の隊に分かれての
実習では、隊長、隊員役を順
に実践。一通りの手順を体に
叩き込みます。

3.隊での実践学修！

高規格救急車を使用した実習では、
車内の狭さなどを体感しながら処置を
学べます。その他にも実践的に学べる
環境や設備が充実しています。

休憩時間には楽しく
話をしたり、授業で
わからないところを
教え合ったり、悩ん
だ時には励まし合っ
たりできる仲間たち。
先生方の体験談を
聞くのも楽しいです。

男女関係なく仲の良い1期生の仲間たち。
同じ道を志すみんなと一緒だから頑張れる!!

救急車内での処置を救急車内で学ぶ！

コ・メディカルの国家資格や教員免許状、語学やビジネス資格の取得サポートにも力を入れている愛知淑徳大学。

2021年4月に誕生した救急救命学専攻では、高度な専門知識と技術、そして強さとやさしさを兼ね備えた救急救命士をめざし、

1期生たちが講義や実習に励んでいます。仲間と共に夢に向かって頑張る中村さんの授業に密着しました。
励む先輩の学生生活

に資格取得
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クラブ活動

南山大学との交流試合
『淑南戦』を毎年開催。
他大学の仲間とも刺激し合
い、技術力を磨いています。

川島 翔さん

中学生の頃から熱中してきたバスケットボール。大学ではセンターで、

今はキャプテンを務めています。練習メニューの考案や後輩指導などにも

力を注ぎ、レベルの高い大学バスケの世界で勝つため、学科で学んだ

スポーツ科学や栄養学などの知識も活かし自己鍛錬にも励む日々です。

卒業論文もバスケに関連させ、フリースローと心拍数の関係について

研究していく予定。バスケという勉強以外の軸がもうひとつあったことで、

大学生活はとても充実しています。一人では頑張れないことも仲間となら

頑張れる。チームにとって圧倒的な存在になり、リーグ昇格をめざします。

愛知淑徳大学では80団体以上のクラブ・同好会が活動し、多くの学生が自分の好きなことに打ち込んでいます。 男子バスケットボール部に所属する川島さんや、ウィンドオーケストラに所属する伊藤さんもその一人。

学業と両立しながら、学部・学年を超えた仲間と互いに切磋琢磨しています。

長久手キャンパス長久手キャンパス 長久手キャンパス長久手キャンパス 長久手キャンパス長久手キャンパス星が丘キャンパス星が丘キャンパス 星が丘キャンパス星が丘キャンパス 星が丘キャンパス星が丘キャンパス

伊藤 優希奈さん

この専攻に入学するきっかけになった観光学や、ビジネス英語、中国語の学びと共に熱中してい

るのが、ウィンドオーケストラ部の活動です。パートはバスクラリネット。低音楽器なので、楽団の

リズムを刻む大役を担っています。少人数の楽団ですが、その分、学年や学部を超えて仲が良く、

練習の時も楽器の音色と笑い声とが絶えません。長久手キャンパスを拠点に活動しているウィン

ドオーケストラ部に入部したことで、キャンパスを越えた先輩や友人たちとたくさん出会えました。

観客の皆さんと団員、両方が笑顔になる音楽を追求していきます。

交流文化学部 交流文化学科
国際交流・観光専攻 1年

クラブ・同好会仲間と熱く活動する

運動系クラブ 文化系クラブ 同好会

•合気道部
•A.R.S.C.
•弓道部
•硬式野球部
•社交ダンス部
•ジャズダンス部
•Junk Dance Square（J・D・S）
•女子硬式テニス部
•女子サッカー部

•女子バスケットボール部
•女子バレーボール部 
•女子ハンドボール部
•女子フットサル部
•スキー部
•ソフトテニス部
•卓球部
•男子硬式テニス部
•男子サッカー部

•剣道部
•チアリーディング部
•よさこい探究会「鳴踊」

•アンサンブル・シュネッケ
•ウィンドオーケストラ
•ASステーション
•ASU MEDIA STUDIO
•軽音楽部
•幻想文学研究会
•光画部
•茶華道部
•紙上創作サークル CILOS
•児童文学研究会「天のひつじ」
•書道部 
•Seminar
•箏曲部
•童話研究会
•日本歴史研究会
　～たびれきっ！～
•B&Bオーケストラ

•Free Music
•文芸倶楽部
•放送演劇A.I.S.
•漫画研究会
•Movie Produce

•SOSボランティアサークル
•L.M.C.
•Olu Olu
•キャンプボランティア研究会 
•競技かるた同好会
•げんしけん
•ジェンダー研究会 Coalook
•手話ちゃん
•TEAM CABIN
•Ｐ∀ＳＨ
•バドサークル
•ピアノ同好会
•ボランティアサークル　
　あじゅあす

•ICC～国際交流～
•演劇研究会「月とカニ」
•TRPGサークル“CUBE”
•星ヶ丘軽音楽部

•字幕翻訳同好会
•とんあり～동아리～
•BASKE DELIGHT
•バレーサークル 
　HARE ☆ BARE

•男子バスケットボール部
•男子バレーボール部
•男子ハンドボール部
•男子フットサル部
•なぎなた部
•バドミントン部
•バトン研究会 
•フィギュアスケート部 
•フライングディスク部

•ラクロス部
•ラグビーフットボール部
•陸上部
•ワンダーフォーゲル部

P R O F I L E

P R O F I L E

C L U B I N F O

C L U B I N F O

男子バスケットボール部

他大学との練習試合や合同練習を精力的に展開し、攻めの姿勢で上位リーグ
進出をめざしています！ プレーヤー・マネージャーが思いを共有しながら勝利を
めざす、団結力に満ちたチームです。

【4月】 愛知学生バスケットボール選手権大会
【6月】 西日本学生バスケットボール選手権大会
【8月】 東海学生バスケットボール選手権大会リーグ戦

ウィンドオーケストラ

長久手キャンパス唯一の吹奏楽団体です。定期演奏会を
中心にコンクール活動や夏期強化合宿、まちの文化振興
事業など、数多くの事業に取り組んでいます。本格的なクラ
シックからディズニー、ジブリなどのpopsまで！  ミュージカル
音楽にも挑戦していた時もあります！！

【6月】チャリティーコンサート
【8月】愛知県吹奏楽コンクール
【10月頃】オータムコンサート
【3月】定期演奏会
他にも学内外で演奏しています！

18名

健康医療科学部 
スポーツ・健康医科学科＊ 3年
＊現：スポーツ・健康医科学科 スポーツ・健康科学専攻 

部員数

主な年間
スケジュール

部員数

主な年間
スケジュール

個性豊かな仲間たちと過ごす時間は
とにかく楽しい！！
大学の感染症対策のルールを守り、
今は対面で練習しています。
良い音色を出すため、時には呼吸法
の練習も取り入れています。

18名
（選手14名・マネージャー4名）

ドリブルやリバウンドなど、今は基礎を
固め直す時！個々のスキルアップや
身体づくりを重視した練習をしています。

励む先輩の学生生活
に

延期されていた昨年度3月の定期演奏会を
11月に開催。卒業される先輩方とも一緒に
吹けて幸せでした。
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コミュニティ・
コラボレーション
センター（CCC）

地域や行政、企業と連携し、
学生がさまざまなボランティ
ア活動や地域活動に参加
できるよう支援しています。

ライティング
サポートデスク
（初年次教育部門）
授業の課題レポート、就職
関連書類など、文章作成
に関する相談に応じます。

情報教育
センター

パソコンを使用して学修で
きる施設。授業で使用して
いない時は自主学習の場
として開放しています。

図書館
約45万冊の蔵書を誇り、
学生の学修や研究活動を
支えています。グループま
たは個人で利用できる学
習室も完備しています。

マルチメディア・
オンライン資料室

図書館内で映像、音声資料
を利用するためのライブラ
リー。約24,000本のブルー
レイ・DVDなどを保管してい
て自由に視聴できます。

キャリア
センター

経験豊かなキャリアアドバ
イザーが常駐し、学生一人
ひとりの就職をサポートし
ます。

はっぴー広場
新入生歓迎フェスティバルや大学祭など
で野外ステージとして利用しています。

トレーニングルーム
本格的なトレーニングマシーンを完備。
空き時間に無料で利用できます。

緑風館（学食）
定食、丼セット、麺など多彩なメニューが揃い、
いつも多くの学生で賑わっています。

屋内温水
プール
明るく広々とした屋
内温水プール。空き
時間に無料で利用
できます。

グラウンド
人工芝が敷かれ、多くの運動系クラブ
の活動拠点になっています。

AS保育室
教職員や周辺地域の
子どもたちを預かる事業
所内保育室。

コミュニケーションホール（学食）
カフェスタイルのお洒落な食堂。タピオカやスムージーなども
充実！ コンビニの自販機もあります。

愛知淑徳大学クリニック
／AHSMEC

クリニックでは、眼科、耳鼻咽喉科、心療内科・精神科、
内科・糖尿病内科、整形外科・リハビリテーション科が受診
可能。地域の皆さまにもご利用いただいています。 2022年
8月、学びの場との更なる連携を視野に新棟へ移転予定です。

ミニシアター
まるで映画館のような施設。授業の他、映像鑑
賞や研究の発表会などにも使われます。

サロン・シーボー（学食）
メニューが豊富でボリュームも満点。男子学生にも人気の
食堂です。コンビニも併設されています。

どの学食に行こうか

迷っちゃう！

両キャンパス共通

国際交流センター

交流ラウンジ
WEST（学食）

気候がいい時期は、星が丘の
街が一望できるテラス席が
人気です。

交流ラウンジ
EAST（学食）

イベントの会場としても使われ
る、広くて開放的な食堂。
メニューも豊富です。

国際交流プラザ
参考書やパソコンを活用し、語学検定や
留学に関する情報収集ができます。

Letus（売店）
焼きたてパンやおにぎり、ドリンク、デザートの他、
文房具も販売。

グローバル
ラウンジ
英語やその他の外
国語がとびかう多言
語学修スペース。
季節ごとにさまざま
なイベントを開催し
ています。

体育館
バレーボールやバス
ケットボール、卓球、ダ
ンスなど、多目的に使
えます。

フットサルコート
5号館の最上階にあり、雨天でもフットサル
が楽しめる屋内コートです。

記念会堂
700席以上の大きな
講堂では、講演会などの
イベントがおこなわれます。

専門スタッフが海外留学や語学学修
の支援をきめ細かくおこないます。

Global Lounge

Global Lounge

語学力や国際感覚を

楽しみながら磨こう！

キャンパス
星が丘

キャンパス
長久手

カツカレー
M E N U

M E N U
台湾辛味
ラーメン

M E N U

とり玉どん
M E N U

日替りランチ
ごはん・みそ汁・

小鉢付
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1年次からの学校教育体験をはじめとする
多彩な体験学習を通して、指導力、実践力を
備えた人間性豊かな小学校教員、
特別支援学校教員の養成をめざします。

日本の古典文学や近・現代文学、国語学、
中国文学まで、文学について幅広く学び、
創造的思考力・感性を通じて、人間を探究します。

●中学校教諭一種免許状（国語）
●高等学校教論一種免許状（国語）
●司書●学芸員●司書教諭（構想中）

国文学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県教育委員会／愛知県人事委員会／今仙電
機製作所／岐阜県教育委員会／ジンズ／スズキ／
知多市役所／中京銀行／中広／トヨタエンタプライ
ズ／豊通シスコム／トランスコスモス／新潟市役所
／日本通運／三菱ＵＦＪ銀行／みよし市役所／菱
電商事

［定員95名］

英語の4技能を鍛え上げ、これらの技能を活用した
思考力・判断力・発信力を養い、鋭い国際感覚を
備えた人材育成をめざします。

＊1

＊2

＊1 英文学科の就職先も含む。

＊2 2専攻制移行以前のスポーツ・健康医科学科の就職先。

※学科・専攻の定員については変更になる場合があります。

●中学校教諭一種免許状（英語）
●高等学校教論一種免許状（英語）
●司書●学芸員●司書教諭（構想中）

総合英語学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県教育委員会／愛知県警察本部／エイチ・ア
イ・エス／ジェイアール東海ホテルズ／住友電気工
業／全日本空輸／中部国際空港旅客サービス／ト
ヨタ自動車／ドリームスカイ名古屋／日本通運／三
菱ＵＦＪ銀行

［定員100名］ ［定員100名］ ［定員75名］［定員125名］

●小学校教諭一種免許状
●特別支援学校教諭一種免許状
●司書●学芸員●司書教諭（構想中）

教育学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知銀行／愛知県教育委員会／岐阜県
教育委員会／岐阜信用金庫／ジェイアー
ル東海髙島屋／静岡県教育委員会／西
濃運輸／瀧定名古屋／中京銀行／長野
県教育委員会／名古屋市教育委員会／マ
イナビ／三重県教育委員会

人間の感性やユニバーサルデザインの
観点から情報サービスや製品などを
デザインできる能力、AI・IoT・ビッグデータ・
ロボットなどの技術を活用して
新たな価値を創出できる能力を養います。

人を理解し、モノやサービスを評価するための
心理的・生理的な測定技術と、統計に基づく
データ分析などを学びます。次世代の高度
情報通信社会に必要とされるデータ戦略の
立案と実行ができる人材を育成します。

感性デザイン工学コース/
AI・情報システムコース

心理科学コース/データ活用コース

●高等学校教論一種免許状（情報）（予定）●認定人間工学準専門家
●認定人間工学アシスタント●司書●学芸員

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知銀行／ＳＣＳＫ／CBCテレビ／ジェイテクト／システムリサーチ／スズキ／全日本空輸／大成
建設／大和冷機工業／タカラスタンダード／ＴＩＳ／トヨタ自動車／野村證券／萩原電気ホール
ディングス／富士ソフト／米原市立図書館／明治安田生命保険／矢作建設工業

人の心の仕組みを多面的に捉えるため、心理学の
主要4領域「生理・認知」「社会」「発達」「臨床」を
コース分けせず幅広く学修。
心理学の研究方法は基礎から専任教員が指導し、
研究過程で論理的思考力などを養います。

●公認心理師（国家試験受験資格）
　（大学院での履修または認定施設での2年以上の実務経験が必要）
●認定心理士●認定心理士（心理調査）

心理学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県警察本部／愛知県庁／愛知淑徳大学大学
院（進学）／ＮＴＴファシリティーズ東海／近畿日本
ツーリスト中部／クリナップ／住友不動産販売／綜
合警備保障／ツムラ／東京海上日動火災保険／名
古屋銀行／日伝／日本郵便／マイナビ／理研産業

［定員180名］

多職種連携を1年次の早期から学内で学ぶなど
実践的な教育を展開。医療・介護の現場で
「チーム医療」の一員として活躍できる
専門性の高い管理栄養士を養成します。

●管理栄養士（国家試験受験資格）
●栄養士●栄養教諭一種免許状
●健康運動実践指導者（受験資格）

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知医科大学病院／安城更生病院／エーム
サービスジャパン／オリエンタル／刈谷市役所／
グリーンハウスグループ／桑名市総合医療セン
ター／シノブフーズ／中部薬品（Ｖ・ｄｒｕｇ）／トーカ
ン／トヨタ生活協同組合／中北薬品／日清医療
食品／日本ゼネラルフード／日本保育サービス／
ハーベスト／（福）福寿園／三河安城クリニック／
（福）美濃陶生苑／山崎製パン

健康栄養学科
［定員80名］

心理学部

小説や評論、詩歌、児童文学、マンガ、シナリオ、
演劇、ノンフィクション、編集などの分野で
創造的な表現活動に携われる知識と実践的な
表現技術を身につけます。

●司書
●学芸員

創作表現専攻
創造表現学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
アウトソーシング／アサンテ／犬山市役所／尾
張中央農業協同組合／木曽路／岐阜信用金
庫／クスリのアオキ／サガミホールディングス／
ジェイリース／静銀ビジネスクリエイト／スガキコ
システムズ／大成／中部薬品（Ｖ・ｄｒｕｇ）／東
濃信用金庫／トヨタカローラ岐阜／日本郵便
／バローホールディングス／碧南商工会議所
／ボーダレス・ジャパン／明治安田生命保険

［定員95名］

創造表現学部 健康医療科学部

映像やデザインなどを中心とした実技と
社会科学を中心にした理論を合わせて学びます。
多様化が進むメディアの特性を理解し、社会に対し
適切な情報発信ができる人材の育成をめざします。

●司書
●学芸員

★実務経験が必要

〈取得できる資格・免許〉　●司書●学芸員

メディアプロデュース専攻
創造表現学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知銀行／愛知県商工会連合会／アド近鉄／
岡﨑信用金庫／蟹江町役場／近畿日本鉄道
／クリーク・アンド・リバー社／グリーンシティケー
ブルテレビ／サイバーコム／積水ハウス不動産
中部／知多半島ケーブルネットワーク／東海サ
ウンド／東海東京フィナンシャル・ホールディング
ス／トランスコスモス／ナカバヤシ／名古屋東通
／百五銀行／三井住友海上火災保険

［定員130名］

建築、インテリア、住宅、都市計画など、
その社会的背景や計画手法を学び、
思考力や判断力、プレゼンテーション能力を
身につけます。

●一級建築士●二級建築士
●木造建築士●一級建築施工管理技士★

●二級建築施工管理技士★

●インテリアプランナー

建築・インテリアデザイン専攻
創造表現学科

【取得できる受験資格・免許】

【主な就職先】
愛知県庁／ＡＶＡＮＴＩＡ／一条工務店／稲沢商
工会議所／オープンハウス／三栄建築設計／シ
ミズ・ビルライフケア／スペース／住友林業緑化
／積水ハウス／セキスイファミエス中部／積和不
動産中部／豊田自動織機／トヨタホーム名古屋
／日本瓦斯／パナホーム愛岐／矢作建設工業

［定員70名］

ことばや聴こえに障がいのある方を支える
「言語聴覚士」を養成。医療現場などでの実習を
通して、高い臨床能力、人の痛みに寄り添える
やさしさ、状況を改善していく強さを育みます。

●言語聴覚士（国家試験受験資格）

言語聴覚学専攻
医療貢献学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県済生会リハビリテーション病院／あいち
小児保健医療総合センター／あずまリハビリ
テーション病院／大垣市民病院／上林記念病
院／刈谷豊田総合病院／岐阜県厚生農業協
同組合連合会／岐阜県総合医療センター／
公立陶生病院／静岡市立清水病院／トヨタ
記念病院／名古屋第一赤十字病院／東名古
屋病院／藤田医科大学病院／三重県立総合
医療センター／宮の森クリニック耳鼻咽喉科

［定員40名］

視機能障がいの検査・訓練に携わる「視能訓練士」
を養成。豊富な専門知識とすぐれた検査技術
修得に加え、視覚科学系の心理学も学修。
「見る」ということを科学的に学びます。

●視能訓練士（国家試験受験資格）

視覚科学専攻
医療貢献学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
あいち小児保健医療総合センター／大阪大学
医学部附属病院／海谷眼科／金沢大学附属
病院／眼科杉田病院／岐阜大学医学部附属
病院／近畿大学病院／信州大学医学部附属
病院／大雄会第一病院／田辺眼科クリニック
／中京病院／名古屋市立大学病院／名古屋
大学医学部附属病院／名古屋第二赤十字病
院／成田記念病院／兵庫医科大学病院／藤
田医科大学病院／三重大学医学部附属病院
／安間眼科

［定員40名］

健康科学に関する6分野（基礎医学、臨床医学、
体育学、スポーツ科学、栄養学、メンタルヘルス）を
幅広く学修。スポーツ・身体活動の面から
ヘルスプロモーションし、人生100年時代の
生涯健康を支える人材を育成します。

●中学校教諭一種免許状（保健体育）
●高等学校教論一種免許状（保健体育）

グローバル・コミュニケーション学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県教育委員会／愛知県警察本部／アシックス
ジャパン／アルフレッサ／アルペン／大府市役所／
航空自衛隊／参天製薬／スズケン／綜合警備保障
／東海旅客鉄道（ＪＲ東海）／東京出入国在留管理
局／東陽倉庫／豊田市消防本部／名古屋市教育
委員会／名古屋市消防本部／日本郵便／三菱ＵＦ
Ｊ銀行／明和地所／メディセオ／理研産業／リンナイ

スポーツ・健康医科学科
スポーツ・健康科学専攻

スポーツ・健康医科学科
救急救命学専攻

［定員100名］

人間情報学部

交流文化学部

英語、中国語、韓国・朝鮮語に「日本語教育」を
加えた4専攻プログラムで構成され、国際社会で
活躍できる言語コミュニケーション能力を
身につけます。

●中学校教諭一種免許状（英語・社会）
●高等学校教論一種免許状（英語・地理歴史）
●日本語教師資格

ランゲージ専攻
交流文化学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
アイシン精機／愛知県教育委員会／愛知製鋼／
アイホン／ＡＮＡ中部空港／エイチ・アイ・エス／近
畿日本ツーリスト中部／ジェイアール東海髙島屋

［定員120名］

2年次から、地域・国際社会に貢献する
スキルを身につける「国際交流コース」と、
観光の発展に貢献する力を養う
「観光コース」に分かれ、専門性を高めます。

国際交流コース/観光コース ビジネスイノベーション専修/ビジネスアカウンティング専修/グローバルビジネス専修

グローバル・コミュニケーション学部

1年次には、短期集中・反復型学修システムで徹底的に英語の4技能を磨き、2年次には全員が留学。
2年次から「異文化コミュニケーションコース」と「国際日本学コース」に分かれ、専門性を高めます。
また、留学生と共に学ぶ“ALL ENGLISH”の授業で確かな英語コミュニケーション力と幅広い国際教養
を身につけます。

●中学校教諭一種免許状（英語）●高等学校教論一種免許状（英語）●司書●学芸員

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県教育委員会／ANA関西空港／ジェイアール東海ホテルズ／JTB／商船三井ロジスティクス
／全日本空輸／中部国際空港旅客サービス／東武トップツアーズ／東陽倉庫／トヨタ自動車／豊通
物流／ドリームスカイ名古屋／名古屋観光ホテル／名古屋市役所／日本航空／半田市役所／
Peach Aviation／藤田学園／名港海運

［定員60名］

国際交流・観光専攻
交流文化学科

ジェイアール東海ツアーズ／資生堂ジャパン／
スズキ／住友不動産販売／積水ハウス／大
和ハウス工業／タキヒヨー／デンソー／東陽
倉庫／トヨタ自動車／豊田自動織機／ドリーム
スカイ名古屋／名古屋銀行／名古屋鉄道／
西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）／日東工業／日
本航空／日本通運／日本旅行／星野リゾート
／三菱ＵＦＪ銀行／明治電機工業／ヤマハ発
動機／菱電商事

［定員160名］

文学部 N N

N N

N

H H

救急救命の高度な専門知識と技能を実践的に修得。
医療現場と同等の資器材や、救急の現場に多い
一般住宅の間取りを再現した実習室などを用い、
シナリオに沿った隊活動を実践します。
人命救助の最前線で活躍し、地域社会や医療現場の
問題解決に貢献できる、強さとやさしさを兼ね備えた
質の高い救急救命士を養成します。

●救急救命士（国家試験受験資格）

【取得できる資格・免許】

【予想される進路】
消防（消防本部・消防局の消防士、救急隊員など）
／地方・国家公務員（自衛隊、海上保安庁、警察な
ど）／医療機関（総合病院、救命救急センターなど
の救急部門）／その他（民間救急搬送会社、警備
会社、大規模商業施設などの安全管理部門、医療
機器販売など）

［定員30名］

あなたの好奇心と
意欲に応える学び

長久手キャンパス　　星が丘キャンパスN H

福祉貢献学部

違いを共に生きられる社会の創造に取り組むことが
できる社会福祉士、精神保健福祉士をはじめ、
地域に貢献できる人材の育成をめざします。

●社会福祉士（国家試験受験資格）
●精神保健福祉士（国家試験受験資格）
●社会福祉主事任用資格＊3
●児童指導員任用資格＊3

社会福祉専攻
福祉貢献学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県厚生事業団／愛知県庁／重工記念病院
／タキヒヨー／中京銀行／トヨタ自動車／豊田市
福祉事業団／名古屋市社会福祉協議会／名古
屋市役所／西尾病院／日本年金機構／半田市
医師会健康管理センター／松本義肢製作所

［定員70名］

福祉マインドを持った保育士・幼稚園教諭をはじめ、
保育・幼児教育の未来を支えるプロフェッショナルを
めざします。

●幼稚園教諭一種免許状
●保育士資格
●児童指導員任用資格＊3 
●社会福祉主事任用資格＊3

子ども福祉専攻
福祉貢献学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
公立保育所保育士（安城市、一宮市、岡崎市、
春日井市、瀬戸市、豊田市、中津川市、名古屋
市など）／私立保育所保育士／私立幼稚園教
諭／児童養護施設／一般企業（東海東京フィ
ナンシャル・ホールディングス、ミサワホームなど）

［定員50名］

＊3 任用資格：採用後、特定の業務に任用される時に必要とされる資格。

N ビジネス学部

経営学・商学・会計学・経済学を横断的・複合的に学び、ビジネスの世界で実践力を発揮する人材を育成。
1年次後期から3専修に分かれ、国内外の企業や団体との協働による全員参加のアクティブ・ラーニング
を通じて実践力を養います。

●高等学校教論一種免許状（商業）

ビジネス学科

【取得できる資格・免許】

【主な就職先】
愛知県警察本部／ＡＮＡ中部空港／クリナップ／サンワテクノス／ジェイアール東海髙島屋／住友電
気工業／大同特殊鋼／中央発條／トーカン／東海東京フィナンシャル・ホールディングス／東陽倉庫
／トヨタエンタプライズ／トヨタカローラ名古屋／トヨタ輸送／トランスコスモス／名古屋三越／日本郵
便／日本トランスシティ／萩原電気ホールディングス／富士ソフト／プリマハム／マイナビ／三井住友
海上火災保険／三井住友信託銀行／三菱ＵＦＪ銀行／明治電機工業／リコージャパン／ワコール

［定員230名］

H

9学部 / 13学科 / 13専攻

人間情報学科
感性工学専攻

人間情報学科
データサイエンス専攻

2023年4月 2専攻制へ（構想中）

2021年
4月誕生!
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