するためにいつも楽しく学んでいます。そんな彼女たちの今をお届けするJD（児童）news第5号です。

児童学部のことをもっと知りたいあなたのために。子どもたちが大好きな彼女たちは、それぞれの夢を実現

今求められているのは
特別支援！

JULY

別支援学校教員養成の授業の様子です︒

Ａさん
︵ 保 育 士 養 成コース︶
は︑集 団 生 活に

なじみにくい︑﹁ 気になる子 ﹂と言われる幼 児の対

応に詳しい保 育 士 を 目 指します ︒Ｂさん
︵小学校

教 員 養 成コース︶は︑特 別 支 援 学 校の教 員 を 目 指

してまっしぐら︒将 来 ︑
スクールカウンセラーになり

たいＣさん
︵児童心理コース︶
は︑発達の遅れや偏り

のある子どもの専 門 知 識を高めたい︱それぞれの

想いで︑学生たちは授業に参加しています︒

というのも︑聖 徳 大 学 児 童 学 部の学 生は︑
どのコー

スに所 属していても︑特 別 支 援 学 校の教 員 免 許を

取 得 することができるのです ︒そしてこれからも

員免許を取得できます︒

年 度から﹁ 特 別 支 援 教

そのように︑すべてのコースで 特 別 支 援 学 校の教

さらに児 童 学 部は︑平 成

支援﹂
の得 意な先 生を育てる大 学として名

育コース﹂を 新 設して︑よりいっそう 明 確に︑﹁ 特 別

30

乗りをあげることになりました︒

小・中 学 校では︑学 習 面や行 動 面に特 別な

支 援を必 要とする子が︑ますます増えてい

ると 言われています ︒小・中 学 校で 増 えて

いるということは︑幼 稚 園や保 育 所でも同

じような状況と考えることができます︒

そのような 状 況に対 応して︑聖 徳 大 学 児

童 学 部の特 別 支 援 教 育コースは︑障 害の

ある子 を 含め︑多 様 な 個 性 をもつ子 どもたちが︑

その子らしく輝き︑
お互いに助け合う︑そんな集団

づくりができるようになることを 目 標 として ︑教

特別支援教育コースについての詳細はオープンキャンパスでもご説明します。

特別支援学校教員養成の授業。多くは特別支援学校ではなく、幼・小の通常
学級の先生を目指す学生です。
これらの授業を中心とする新コースができます！

コースになってパワーアップ

児童学部サイトへはこちらから！
ブログで大学生活を紹介！

05

特

専門的な
特別支援学校にも毎年就職。
づくりの
指導や、多様性を認め合う学級
できる先生として大活躍！

員養成を行っていきます︒

材づくりは
特別なニーズに対応する教
ます。
立ち
も役
生に
の先
学級
通常

未来の私が
ここにいた！

New course

児童学部 児童学科

もっと知りたい！児童学部の情報マガジン

OG1

担任をしている4歳児は
「地球組」
です。

「先生、大好き！」とくっついてきて
くれるのがうれしくて、思わずこの表情。

港区立中之町幼稚園 教諭
幼稚園教員養成コース 2014年卒業
(都立白鴎高等学校卒業)

と

栗山 希さん

にかく幼稚園の先生が大好きだった
んです」という栗山さん。優しくて面白

くて、小学校に入ってからも遊んでもらってい
たほど。子どもが好きだったこともあって、気
づくと幼稚園の先生を目指すようになってい
ました。
「聖徳大学には、難関の公立幼稚園

「今日も楽しかった」
「 明日も楽しみ」
と思えるように見送ります。

に受かっている先輩がたくさんいたので、ここ

ずっと記憶に残る
「はじめての先生」になりたくて

なら夢が叶うはず、と進路を決めました。1年
次から幼稚園での実習があったり、先生方が
親身に勉強を見てくださったりして、本当に聖
徳でよかったと思っています」
希望通り公立幼稚園の先生となった栗山さ

ています。

んは、現在4歳児の担任をしています。
「子ど

「幼稚園の先生って、子どもにとって家

もたちが心からの笑顔で、
『楽しかった』
『明

族以外に初めて長く接する大人だと思

日も遊びたい』と言ってくれると本当にうれし

います。私がそうだったように、誰でも

いです」みんなで協力して運動会を成功させ

頭の片隅に先 生の姿が 残っているん

るなど、クラスに一体感が生まれるととても感

じゃないでしょうか。もちろん責任も大

動するそう。大切にしているのは、一人ひとり

きいですが、
『はじめての先生』になれ

の良さに目を向けることです。
「いい考えだね」

るって、とてもやりがいがある仕事だと

「すてきだね」と栗山さんが伝えることで、子

思います」憧れの仕事に就いた栗山さ

どもたち同士がお互いのいいところに気がつ

ん。子どもたちに囲まれて、笑顔がきら

くようになり、前向きなクラスになればと考え

きらと輝いていました。

まだ見ぬ子どもと
将来の社会を
見つめて学ぶ

んです」
「栗山さんはとっても努力家な
（左）
と園長の後藤由美子先生

子どものよさを具体的にとらえ、一人ひとりを大切に
育てようとする栗山先生。子どもの成長だけでなく、
子育てにやさしい地域社会を考える染谷先生。
単に
「先生になる」
という夢を実現するだけでなく、
よりよい子どもたちの成長や望ましい社会の在り

4歳児の担任をするのは2回目。毎日に少し余裕が出てきました。

今年度から
新しいコースに
なりました！！

教授

奥村 高明

として
「幼
児童学部児童学科は、
『 保育の聖徳 ® 』
稚園教員」免許と
「保育士」資格の魅力を合わせ
持った保育者になれるコースに生まれ変わりまし
た。幼稚園教員免許のカリキュラムで＜子どもの
祉＞を学ぶことができます。
それぞれの学びの経
験を活かして、
これからの社会で求められる＜あな

からも、
まだ見ぬ子どもと将来の社会のために学び
続けてほしいですね。

New「幼稚園教員・保育士養成コース」

教育＞を学び、保育士資格のカリキュラムで＜福

方まで考えて活躍しています。
その志と専門性を支
えているのが聖徳大学児童学部の学びです。
これ
児童学部長
児童学科[昼間主]長

年は同じでも性格も成長度合いも一人ずつ違うので、
日々目を配っています。

児童学科[夜間主]長
教授

沢崎 真史

染

けん玉の技、
大学で学んだ絵本の数々、
ペープサートや人形劇の人形が
とても役立っています。

たの保育の力＞を一緒に育てていきましょう
！

谷さんは、生まれ育った柏市で公立保育

保育士は、多くの子どもの成長と感動

士になって２年目。２歳児の担任です。

に立ちあえる、やりがいのある職業で

高校生の頃から、公立保育士になろうと決め

す。保育所だけでなく、児童館や児童

ていました。母親が保育士だったこと、自分

福祉施設などさまざまな場所で、子ども

を育ててくれた故郷のために働きたいと思っ

たちと喜びを分かち合いたいと願って

たことが理由でした。

います」

児童文化コースを選んだのは、
「遊び」を重視

将来の目標は、柏市を子育てにやさしい

したカリキュラムだったから。遊びを通して、

市にすること。
「現状に満足したくない

子どもが自ら学ぶ環境をつくることが、自分

ので、目標は高くもつようにしています。

の実現したい保育だと思ったのだそうです。

でも今は、目の前の子どもにどんな支援

卒業論文では、砂場遊びの重要性について

をしたら良いのか考えることが、私のや

研究しました。

りがいです」と、染谷さんは少し照れな

公立保育士の魅力は、長く勤められることと

がらもはっきりと語ってくれました。

働ける場所の幅が広いこと、と染谷さん。

子どもたちと思う存分遊べていますか？

「学生時代、柏市で、肢体不自由児の支援ボ

と質問すると、笑顔で「はい」。学生時

ランティアをさせていただいたことがあります。

代より日に焼けて、ますます笑顔が素

そのとき、子ども一人ひとりに、それぞれの成

敵になったようです。

長と感動があることを教えていただきました。
卒業論文でも研究した
「砂場遊び」
は、子どもたちの成長に欠かせません。

私を育ててくれた故郷、柏市の
子どもたちを笑顔にしたい
柏市立しこだ保育園 保育士
児童文化コース 2015年卒業
(聖徳大学附属女子高等学校卒業)

OG2
染谷 舞さん

「おいしいね！」元気な声が響いていました。

お昼寝の時間。子どもたち全員に気をくばります。

自分で作った面接対策
の質疑応答集と、
エントリーシート。
今も大事にしまってい
ます。

Circle
私

バスケットボール部

一緒にがんばれる
最高の仲間ができました！

たちバスケットボール 部は 、週 4日

Karuta

食育かるた、
ついに完成！

「松戸市食育かるたプロジェクト」祓川ゼミ+大成ゼミ
はらいかわ

おおなり

（朝練・夜練）、体育館で活動してい

松戸市食育キャラクター
ぱくちゃんがカルタで大活躍中！

ます。各大会において上位進出を目指し練習
に励んでいます。昨年、千葉県女子学生バス
ケットボール大会春期リーグ第３位でした。
部活動と学業の両立は大変ですが、チームメ
イト、コーチの支えもあり、頑張ることができ
ています。部活動を通して、講義・練習・アル
バイトと並行する中で時間管理がうまくでき
るようになったり、続けることによって忍耐力

コーチを囲み、時には仲良く、時には厳しく。

も培うことができました。なんといっても、一
緒に励まし合ったり、切磋琢 磨

完成した食育かるた

できる最高の仲間ができます。
高校までと違って、コーチの指導
のもと、自分たちで自主的に意見

松戸市内保育所でかるた中
！
みんなかるたに夢中！

昨

年から続けてきた、食育かるたプロジェ
クト！！ついにかるたが完成しました。

農家や市場に出向き、食や松戸のことを調べ

を出し合いながら、目標に向かっ

て考えた読み札、
それをもとにコンピュータで

て取り組むことができるのも大

描いた絵札。子どもも大人も楽しく遊びなが

学での部活動の魅力のひとつだ
と思います。
「バスケが好き」
「バ

ら、食に関心が持てるように制作しましたの

「声だして！」試合前は更
に
練習に熱が入ります。

スケに興味がある」という人は是

で、多くの方に遊んでいただけたら、とても嬉
しいです。完成後すぐに、松戸市内の保育所

非見学にきてください！

でかるた会を実施しました。かるた会では、松
感謝状贈呈式で記念撮影！

戸の野菜クイズも行い、子どもも大人も全力
でかるたをしました。
食育かるたプロジェクトは、制作だけでは、終
わりません！先日の松戸市食育まつりでも、か
るた会を行いましたし、今後も市内各所で実
施し、食育を推進していきます！
また、これらの取り組みが評価され、松戸市
長より、感謝状をいただき、NHKや朝日新聞
をはじめ、テレビ3社、新聞5社等で、報道さ
れました。かるたは、現在、松戸市行政資料
センターにて販売中です！ぜひ食育かるたで

松戸市長より感謝状をいただきました！

遊んでみてくださいね。

地域で活躍する児童学科生！

児

「ハッピーカミレオン」
（大成ゼミ）
みんなでカラフルなカメレオンに変身！

童学科では、地域と連携しさまざまな
学外活動を行っています。その中から

運営する施設です。おおむね０歳〜３歳の
乳幼児とその保護者が気軽に集える場とし

一部紹介します。

て、遊びや交流、友だちづくりの場、子育て

まずは、
『アートパーク』です。松戸中央公園

相談の場を提供しています。学生は、遊びを

の全体を活用して、地域・大学・行政が連携

企画したり、スタッフの手伝いなどで携わっ

したアートプロジェクトです。アートパークで

ています。

は、大学と地域の保育所や子育てサポート

次は、子育て広場『おやこで”ゆるりん”』につ

のNPOなどの団体が協力して、公園の新たな

いてです。文部科学省による地（知）の拠点

活用法や外遊びの重要性を提案してきまし

整備事業の一環として行われている『おやこ

た。7月2日（日）に第10回目が行われ、約

で”ゆるりん”』は、地域の乳幼児を持つ親と

1400名の親子が参加しました。今年のテー

その子ども（0〜２歳児対象）が集い、安心し

マは、
『ラブ＆ピース大作戦』です。これまで

て過ごせる親子交流の場です。専門知識を

継続して活動を行ってきたことで、アートパー

持つ本学教員によるアドバイスや、学生との

クが地 域にとってなくてはならない存 在に

楽しい遊びは、親子にとって大切な時間とな

なってきています。参加している学生にとっ

り、学生にとっても貴重な学びの時間となっ

て、
その1日に生まれる「子どもたちと本気で

ています。

遊ぶ」という経験は、大学生活のなかでも大

大学での学びが、どのような形で実践できる

きな存在となっているようです。

のか。学外活動は、実体験とともにその学び

続いては、
『おやこDE広場 にこにこキッズ』

を深めていくことができます。学生の学びが、

です。松戸市の委託を受け児童学研究所が

本物になる瞬間がそこにはあります。

「ひみつのまっくらランド
」
（西
不思議な「ひみつのマスク 園ゼミ）
」は
子どもたちに大人気！
「へんてこアニマル２」
（関口ゼミ）
木陰でオリジナルパネルシアターを楽しみました！

「おやこで”ゆるりん”」今日はなにしてあそぼうかな？

親子との時間は、講義だけでは得られ
ない貴重な学びの時間となっています。

「にこにこキッズ」
では、渡辺明子先生が親子で楽しめる音楽講座を開きました。

Course

あなたの未来が、子どもたちの未来をつくる。

「5つのコース」
「夜間主」での学びは、あなたの夢を実現し、未来に輝く女性に育てます。

トリプル取 得可 能 小学校教諭免許状・幼稚園教諭免許状・保育士資格（どのコースでも取得できます。）

小学校教員養成コース

子どもや保護者に信頼され、問題解決力のある先生

小学校教諭一種：必修

昼間主

夜間主

幼稚園教諭一種、保育士、小学校教諭一種：同時取得可能

進路

幼稚園・保育園・こども園・小学校などの教育系就職、幼児教育や保育の専門性を
活かした福祉施設や企業就職、教職大学院等進学

先生と学生との距離が近いの

教育に対して熱意のある先生

が聖徳ならでは。幼稚園の園

がたくさんいます。積極的に先

長経験のある先生に体験談を

生にご指導いただき、視野を広

お聴きし、相談できることはとて

げていくことができます。

も貴重です。

小学校教員養成コース 4年

幼稚園教員養成コース 4年

野口 杏さん

新設

大曽根 美香さん

昼間主

特別なニーズのある人々と
「共に生きる」
人を育てる先生

夜間主

児童心理コース

心理学を学んで子どもや保護者を支援できる先生

保護者や地域社会と連携しながら、特別なニーズのある子どもに対し適切に指導・支援ができる高い専門

幼稚園教諭一種・小学校教諭一種・保育士：取得可能 ※

さらに、障害の有無にかかわらず共に生きる社会を築く優しい子どもたちを育てる先生として活躍します。

●心理学を学び、子どもの心がわかる先生を育てます。
●子どもの発達を支えるプロのカウンセラーへの道も開けます。

性を身につけます。特別支援学校・特別支援学級の先生や、特別支援の得意な小学校の先生を目指します。

●障害者にやさしい人をつくる先生になれる
●特別なニーズのある子どもに的確な支援ができる
●特別支援学校の先生も目指せる

進路

心理学を学ぶことで自己を見
つめ他者を理解する技術を身

いう気 持ちが 高まります！新

につけ、適切な指導や支援が

コースに入学したら一緒に学

できる教師を目指そうと考えて

びましょう
！

います。

特別支援免許取得中 ３年

児童心理コース ３年

菅 律子さん

幼稚園教員・保育士養成コース
児童心理コース

児童学部にはフレックスな学びがあります

夜間主コースは夜の時間帯を中心とした昼夜開講のフレックス制です。各自のスケジュールに合わ
せて学ぶことができます。取得学位「学士(児童学)」に昼夜の区別はありません。

●少人数制で仲間と充実して学べます

●学費は大幅に軽減されています

●昼間主と同じ授業科目を履修できます ●昼間主と同様の免許取得が可能です

62単位を夜間主時間帯で履修することで、
残りは昼間主時間帯の履修が可能です。
●124単位のうち、

夜間主

子どもの心理や発達に強い教育系就職、児童心理を活かした企業就職、
公認心理師、大学院進学など

障害児支援の学習を重ねるご

小学校教員養成コース
特別支援教育コース

昼間主

※入学後の成績が一定の水準に達している場合、3種類以上の免許・資格が取得可能です。

とに、特支の先生になりたいと

夜間主

夜間主

●子ども一人ひとりのよさを伸ばし、保護者を支える専門力を身につけます。
●子どもを健やかに育て、家庭の幸福や地域社会のために活躍します。

教科内容と教科指導の二本柱で教科や道徳・英語・特別支援に強い
教育系就職、教育力を活かした企業就職、教職大学院等進学

特別支援教育コース

昼間主

「保育の聖徳®」の伝統に育まれた実践力と高い専門性のある先生

幼稚園教諭一種または保育士：必修

幼稚園教諭一種・保育士：同時取得可能

●子どもの目を輝かせる授業力を身につけます。
●子どもに愛され信頼される教師を目指し、学校や社会で活躍します。
進路

幼稚園教員・保育士養成コース

進 涼子さん

児童文化コース

昼間主

遊びや文化を創造できる先生

幼稚園教諭一種・小学校教諭一種・保育士：取得可能 ※

※入学後の成績が一定の水準に達している場合、3種類以上の免許・資格が取得可能です。

●子どもが伸び伸びと暮らせる環境を創造し、実践します。
●遊び（造形、音楽、身体、交流など）や児童文化に強い支援者になります。
進路

教育系就職（幼保・小学校・児童館・学童、放課後児童クラブの職員ほか）、
企業系就職、大学院進学など

保 育 仕 事の帰りの学びは新

長 年ボランティア 活 動に携

鮮で、年下の同級生からエネ

わってきた経 験を活かして、

ルギーを貰い、
日頃の実践を論

すべての人に居 場 所がある

理的に振り返ることができてワ

社会になるように、貢献したい

クワクします。

と思っています。

夜間主 ４年

倉持 薫さん

児童学部
児童学科
▶受験相談・資料請求は入学センターまで

〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550
TEL 047-365-1111（大代表）

▶受験生応援サイトはこちら

http://ouen.seitoku.ac.jp/

児童文化コース 3年

仲村 有貴さん
もっと知りたい！
児童学部の情報マガジン

小学校教員養成コース４年

戸谷 恵さん
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協力 ： 児童学部のみなさん

小学校教員養成コース４年

櫻井 千佳さん

大学での学びを糧に、素敵な小学校教員に
なりたいと思います！
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奥村高明 沢崎真史 小田桐忍 東原文子
西園政史 祓川摩有 松村裕子 北畑彩子

感謝の気持ちを忘れず、子どもの小さな成長もともに
喜べる小学校教員を目指しています！

大成哲雄 岡本尚志
石川満佐育

小学校教員養成コース４年

葛生啓子さん

今まで出逢った先生方、児童生徒への感謝の気持ち
を大切に、学び続ける小学校教員になります！
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