平成２３年 ２月１７日制定
平成２８年１２月２０日改正

田園調布学園大学
１）卒業認定・学位授与の方針［ディプロマ・ポリシー］
２）教育課程編成・実施の方針［カリキュラム・ポリシー］
３）入学者受入れの方針［アドミッション・ポリシー］
人間福祉学部
１）卒業認定・学位授与の方針［ディプロマ・ポリシー］
人間福祉学部では、一人ひとりの尊厳を尊重し、人々が抱える様々な生活課題の中で社会的支
援が必要な課題を対象として、その課題解決に向け高い専門性を身につけ、誰にとっても生きや
すい社会の幸福を追求する福祉マインドを身につけた専門職の養成を目的としている。
そのため、以下に掲げる課程修了時の資質・能力を身につけ、学科専攻ごとの要件単位を修得
した者について卒業を認定し、学位（学士「社会福祉学」
）を授与する。
番
号

課程修了時の
資質・能力

学修成果（資質・能力の説明）

人間理解を基礎と
して社会との関わ
１
りについて主体的
に学ぶ姿勢

人間として、また建学の精神「捨我精進」を基調とする福祉、心理、教育
の専門家として必要な教養を備え、広い視野で物事を捉えて主体的に学ぶ
ことができる。

汎用的な知識・技
２ 能を習得し活用す
る能力

個人と社会をめぐるさまざまな分野の知識や技能を習得し、相手とのコ
ミュニケーションや多様な人々との協働の中での意思疎通に積極的に活用
することができる。

生活問題の解決に
３ 向けた相談援助を
実践する能力

支援を必要としている人の話に耳をかたむけ、その人が抱えている生活問
題を発見し、問題解決のプロセスにおいて必要に応じた社会資源の活用に
ついて判断し、助言することができる。

社会
福祉
個人の尊厳を重視
学科 ４ し支援する能力

高い倫理感を持ち、一人ひとりの権利を擁護することの大切さについて理
解し、利用者の自己決定に基づく自立支援のあり方を探究し、実行に移す
ことができる。

社会
福祉
共感性をもってコ
専攻 ５ ミュニケーション
できる能力

コミュニケーションスキルを身につけ、多様な価値観を受容して利用者に
対する共感的な理解を持ち、その心情に寄り添った支援を行うことができ
る。

社会福祉の知識、
６ 技能をチームの中
で活用する能力

個人や地域社会の課題解決に向けた包括的・継続的マネジメントを行って
いくために必要な知識、技能を習得し、福祉運営に携わる様々な団体等と
の連携、多職種協働の中でそれらを活用することができる。

主体性を持って多
７ 様な人々と学び働
く能力

主体性を持って多様な人々と協力して学び働く能力を身につけ、高い専門
性を有する専門職として、効果的かつ効率的な福祉運営に貢献することが
できる。

個人の能力を高め
８ 社会を開発する能
力

実践の中から社会資源の創造や社会変革の視点をもって思考し、個人や家
族の主体性を重視し、個人が持つ能力を高め、新しい社会の開発に向け主
体的に取り組むことができる。
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番
号

課程修了時の
資質・能力

学修成果（資質・能力の説明）

人間理解を基礎と
して社会との関わ
１
りについて主体的
に学ぶ姿勢

人間として、また建学の精神「捨我精進」を基調とする福祉、心理、教育
の専門家として必要な教養を備え、広い視野で物事を捉えて主体的に学ぶ
ことができる。

汎用的な知識・技
２ 能を習得し活用す
る能力

個人と社会をめぐるさまざまな分野の知識や技能を習得し、相手とのコ
ミュニケーションや多様な人々との協働の中での意思疎通に積極的に活用
することができる。

生活問題の解決に
３ 向けた相談援助を
実践する能力

支援を必要としている人の話に耳をかたむけ、その人が抱えている生活問
題を発見し、問題解決のプロセスにおいて必要に応じた社会資源の活用に
ついて判断し、助言することができる。

社会
福祉
個人の尊厳を重視
学科 ４ し支援する能力

高い倫理感を持ち、一人ひとりの権利を擁護することの大切さについて理
解し、利用者の自己決定に基づく自立支援のあり方を探究し、実行に移す
ことができる。

介護
福祉
共感性をもってコ
専攻 ５ ミュニケーション
できる能力

コミュニケーションスキルを身につけ、多様な価値観を受容して利用者に
対する共感的な理解を持ち、その心情に寄り添った支援を行うことができ
る。

社会福祉の知識、
６ 技能をチームの中
で活用する能力

個人や地域社会の課題解決に向けた包括的・継続的マネジメントを行って
いくために必要な知識、技能を習得し、福祉運営に携わる様々な団体等と
の連携、多職種協働の中でそれらを活用することができる。

介護の知識、技術
７ をさまざまな場面
で活用する能力

介護サービスを提供する対象、場によらず、あらゆる介護場面に汎用でき
る基礎的な介護の知識、技術を身につけ、具体的な事例について介護過程
を展開することができる。

利用者の状況に応
８ じた介護サービス
を提供する能力

利用者の状態を的確に把握し、多職種協働やケアマネジメント等の制度の
仕組みを踏まえ、自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供でき
る能力を身につけ、実践することができる。
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番
号

課程修了時の
資質・能力

学修成果（資質・能力の説明）

人間理解を基礎と
して社会との関わ
１
りについて主体的
に学ぶ姿勢

人間として、また建学の精神「捨我精進」を基調とする福祉、心理、教育
の専門家として必要な教養を備え、広い視野で物事を捉えて主体的に学ぶ
ことができる。

汎用的な知識・技
２ 能を習得し活用す
る能力

個人と社会をめぐるさまざまな分野の知識や技能を習得し、相手とのコ
ミュニケーションや多様な人々との協働の中での意思疎通に積極的に活用
することができる。

生活問題の解決に
３ 向けた相談援助を
実践する能力

支援を必要としている人の話に耳をかたむけ、その人が抱えている生活問
題を発見し、問題解決のプロセスにおいて必要に応じた社会資源の活用に
ついて判断し、助言することができる。

心理学の知識・技
心理 ４ 術を活用する能力
福祉
学科

心理学の基礎知識とカウンセリングのスキルを基盤とした支援技術を習得
し、心と行動の関係について説明することができるとともに的確な支援を
行うことができる。

状況に応じた心理
５ アセスメントを行
う能力

心理学アプローチの知識や研究に基づく心理アセスメントの技術を習得
し、対象や状況に応じて、問題解決に向けた有効な方法を判断し、的確な
アセスメントを行うことができる。

連携・協働によっ
て心理的援助にお
６
ける問題に対応す
る能力

多職種との連携・協働によって心理的援助を行う際に、社会福祉学、心理
学の専門知識や技術を活かし、組織のチームや地域の関係機関の中での役
割を理解し、問題に対応することができる。

特別支援教育や心理
家庭に関わるさまざまな福祉問題や子どもの個性や発達課題に応じた支援
的支援の諸問題に関
７
に、社会福祉や心理に関係する地域の諸機関と連携、調整を行い、主体的
係諸機関と連携して
に取り組むことができる。
取り組める能力

社会福祉と心理の
専門的見地に基づ
８
き包括的な支援を
行う能力

社会福祉における相談援助の実践に必要な心理学理論に基づき、共感的理
解と援助者と被援助者の関係性を考慮した上で、生活上の多様な問題に対
し、包括的な支援を行うことができる。

２）教育課程編成・実施の方針［カリキュラム・ポリシー］
人間福祉学部における教育課程は、大きく教養（基礎）科目と専門科目に区分し、それぞれを
構成する授業科目は、学位授与の方針に基づく課程修了時の資質・能力の獲得を担保するため、
学修領域ごとに系統性をもって過不足なく配置する。また、履修系統図（カリキュラム・マップ
やカリキュラム・ツリー）を用い、相互に有機的な関連性、履修の順序性を持たせることで、教
育課程全体として体系的な編成を確保し、以下に示す学修方法、学修過程及び学修成果の評価方
法により実施する。
【学修内容】
教養（基礎）科目と専門科目は相互に連関し、両者を統合して段階的に学んでいくことにより、
市民性の涵養とともに専門的な知識、技能を備えた職業人としての資質、能力を身につけること
になる。それぞれの学修内容は次のとおりとする。
教養（基礎）科目では、社会福祉学や心理学、教育学を学ぶ者として必要とされる汎用的な知
識、技能並びに社会の公共的課題に対して立場や背景の異なる他者と連帯しつつ取り組む姿勢と
行動力を身につける。
専門科目では、教養教育を通して培われた様々な視点から物事を思考する能力を発展させ、専
3

門的な知識、技能を基盤として総合的に判断する能力を身につけ、共生社会の構築を担う専門職
としての実践力を習得する。
【学修方法】
教養（基礎）科目及び専門科目を構成する各科目の授業形態は、授業の到達目標や教育方法、
クラスサイズにより、講義、演習、実習・実技及び卒業研究に区分する。また、学生の能動的な
学修を促し教育効果を高めるため、演習科目を中心にグループワーク、フィールドワーク、プレ
ゼンテーション、課題発見・解決型学習及びディスカッション等を取り入れた授業を実施し、実
践を通じて知識や技能の活用を図るとともに、主体性、協働する姿勢、表現力を身につける。
【学修過程】
〈１、２年次〉
教養基礎科目及び専門基礎科目を中心に履修し、特に教養基礎科目においては、初年次教育と
して配置する授業科目を履修し、高等学校から大学への円滑な移行を図り、主体的に学ぶ姿勢
と在学中の学習効果を高めるためのスキルを習得する。また、地域貢献活動等を取り入れた授
業科目では、実践学習を通じて福祉マインドを身につける。
〈２、３年次〉
社会福祉士をはじめ各種資格取得に必要な授業科目を中心に履修し、様々な福祉の専門領域の
知識を蓄え、相談援助を行う専門的な技術を習得する。また、学科専攻ごとの専門分野の授業
科目、実習科目を履修することにより知識と技術の融合を図り、課題発見・解決能力を身につ
ける。
〈３、４年次〉
学科専攻ごとの専門分野の発展科目やキャリア関連科目を履修し、卒業後の進路を意識した専
門性を高めるとともに、職業を通じて社会とどのようにかかわっていくのか、明確な課題意識
と具体的な目標を持ち、それを実現するための能力（実践力）を習得する。
【学修成果の評価の在り方】
〇 教養科目群及び専門科目群を構成する各授業科目の学修成果の評価は、当該授業科目のねら
い、到達目標に対し、各科目の評価方法、評価基準に照らして学生個々の達成度を測って行
う。
〇 各学年における学修成果の評価は、当該年度の履修科目における GPA に集約し、アドバイザ
ーが GPA や修得単位数等の状況に応じた指導、助言を行う。
〇 学修目標に対する学修成果の到達度は、学修目標に関与する各授業科目の評価を総合し、そ
れぞれの学修目標（基準）に対する到達度合を尺度で示す評価基準表（ルーブリック）を活
用して確認し、学生自らによる不断の振り返りと課題への取り組みを行う。

３）入学者受入れの方針［アドミッション・ポリシー］
人間福祉学部における入学者の受入れに際しては、社会福祉学や心理学、教育学への関心、問
題意識を持ち、さまざまな生きづらさ、生活の困難を抱える人たちの自立支援について考え、行
動することができる学生、専門職として必要な社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の国
家資格の取得に向けた学習意欲があり、それに向かって努力できる学生を求めている。
そのため、入学者選抜では、以下に示すとおり本学部の学生として必要な資質・能力及び学力
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並びに学修姿勢を入学前に身につけているか、入学後に身につけられるかという観点により、そ
れらの資質・能力や学力等の水準を判定するための選考を実施する。
【入学前に求める基本的な資質・能力】
① 入学前の学校生活内外におけるグループ活動（クラブ活動、生徒会活動、地域におけるサー
クル活動、ボランティア活動等）や就業体験活動等を通じて、自主性、協調性、柔軟性、判
断力、コミュニケーション能力、気配り及び社会性等が身についていること。
② 入学前の学習活動の中で得られた知識や技能を活用し、課題や問題に対し自身の考えを説明
したり、文章にまとめたりすることができること。
③ 社会生活や家庭生活の中で、社会福祉について関心を持った事や課題となっている事に対し、
その背景や展望について思考することができること。
【入学前に求める基礎的な学力】
① 高等学校の各教科において、学習や技能の基礎が達成できていること。
② 得意な教科があり、福祉に関する社会の仕組みや制度について基礎的な理解があることが望
ましい。
③ 理解力、着想力、思考力及び語彙力等、基本的な文章表現上の諸能力があり、簡潔な文書が
作成できること。
【入学後に求める学修姿勢・能力】
① 教育課程を通じて社会福祉の専門職としての知識、技能を身につけ、社会福祉士、介護福祉
士、精神保健福祉士等の国家資格の取得をめざす意思が明確で、卒業後、専門的な知識や技
能及び各種資格を活かし、社会福祉の分野で社会に貢献しようとする意欲。
② 実習科目やグループワーク、フィールドワーク、プレゼンテーション等、実践的な科目の履
修を通じて、学士課程として求められる思考力、知識や技能を活用した課題解決能力、判断
力、表現力を身につけ、自ら主体的に学ぶ姿勢をもって学業を継続する力。
③ ボランティア活動や社会福祉に関係する社会貢献活動に積極的に参加し、多様な人々と協力
して働く能力。
【入学者選抜及び評価の方法】
入学者選抜及び評価の方法は入試区分ごとに次のように実施し、志願者の入学目的と人間福祉
学部における学位授与の方針との整合性、本学部の学生としての適格性について総合的に評価し
て合否を決定する。
① 推薦入試
〈選考方法〉
面接、書類選考
〈評価の視点〉
面接では、入学前に求める基本的な資質・能力について審査し、入学後に求める学修姿勢・
能力の可能性を確認する。
書類選考では、高等学校の調査書による評定平均値を点数化し、入学前に求める基礎的な学
力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
面接と書類選考による結果を総合して評価する。評価の配点は、面接 100 点、書類選考 50
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点とする。
② 一般入試
〈選考方法〉
筆記試験（国語総合(古文・漢文を除く)、英語Ⅰ・Ⅱ）
〈評価の視点〉
入学前に求める基礎的な学力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
各試験教科の点数を合計し、学力水準の達成度合を評価する。評価の配点は、国語総合 100
点、英語Ⅰ・Ⅱ100 点とする。なお、高等学校の調査書により入学前の修学状況について確
認するが合否判定には利用しない。
③ AO 入学制度
〈選考方法〉
入学希望理由書及び課題（ともに事前提出）、面接、書類審査
〈評価の視点〉
面接は入学希望理由書及び課題に基づいて実施し、入学前に求める基本的な資質・能力につ
いて審査し、入学後に求める学修姿勢・能力の可能性を確認する。
課題では、入学前に求める基本的な資質・能力に加え、理解力、着想力、思考力及び語彙力
等、文章表現上の諸能力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
課題と面接による結果を総合して評価する。審査に当たっては、入学希望理由書及び課題の
記載内容及びそれに基づく面接を重視し、評価の配点は、課題 80 点、面接 100 点とする。
なお、高等学校の調査書により入学前の修学状況について確認する。
④ 大学入試センター試験利用入試
〈選考方法〉
大学入試センター試験の受験科目のうち２科目を利用する。
「国語」は現代文のみ、英語はリスニングを含まず 100 点に換算する。
「公民」と「地理・歴史」は１教科として扱う。「理科」①グループを選択した場合は、
選択解答した２科目を１科目として扱う。
〈評価の視点〉
入学前に求める基礎的な学力について審査する。
〈評価方法〉
受験科目のうち高得点科目の教科２科目の合計点により、学力水準の達成度合を評価する。
⑤ 活動報告入試
〈選考方法〉
福祉実践経験・ボランティア活動・課外活動、総合的な学習の時間における学修成果等に関
する活動報告書及び活動証明書、面接
〈評価の視点〉
面接は、活動報告書及び活動証明書に基づいて実施し、入学前に求める基本的な資質・能力
について審査し、入学後に求める学修姿勢・能力の可能性を確認する。
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活動報告書では、入学前に求める基本的な資質・能力に加え、入学後に求める学修姿勢・能
力の可能性並びに理解力、着想力、思考力及び語彙力等、文章表現上の諸能力について審査
する。
〈評価方法及び評価の比重〉
活動報告書及び活動証明書と面接による結果を総合して評価する。審査に当たっては、活動
報告書及び活動証明書の記載内容及びそれに基づく面接を重視し、評価の比重は、面接 80
点、活動報告書 70 点とする。なお、高等学校の調査書により入学前の修学状況について確
認する。
⑥ 社会人入試
〈選考方法〉
面接、小論文（60 分 800 字以内）、書類審査
〈評価の視点〉
面接では、入学前に求める基本的な資質・能力について審査し、入学後に求める学修姿勢・
能力の可能性を確認する。
小論文では、入学前に求める基本的な資質・能力に加え、理解力、着想力、思考力及び語彙
力等、文章表現上の諸能力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
面接、小論文及び書類審査による結果を総合して評価する。評価の配点は、面接 100 点、小
論文 100 点とする。なお、最終卒業学校の調査書や成績証明書等により、入学前に求める基
礎的な学力について確認する。
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子ども未来学部
１）卒業認定・学位授与の方針［ディプロマ・ポリシー］
子ども未来学部では、社会の未来としてかけがえのない子どもたちが、現在をよりよく生き、
未来を幸せに生きていく力を育むために、家庭や地域社会、他領域の専門家、行政と連携、協力
して「子どもの最善の利益」を守り、子どもと社会の未来について深く思考しながら行動できる
専門性の高い保育者の養成を目的としている。
そのため、以下に掲げる課程修了時の資質・能力を獲得し、要件単位を修得した者について卒
業を認定し、学位（学士「保育学」
）を授与する。
番
号

課程修了時の
資質・能力

学修成果（資質・能力の説明）

人間理解を基礎と
して社会との関わ
りについて主体的
に学ぶ姿勢

人間として、また建学の精神「捨我精進」を基調とする保育の専門家とし
て必要な教養を備え、広い視野で物事を捉えて主体的に学ぶことができ
る。

汎用的な知識・技
２ 能を獲得し活用す
る能力

子どもの育ちや子育て家庭及びそれらを取り巻く環境等に関する知識や技
能を獲得し、子どもや保護者とのコミュニケーションや、保育者間の、あ
るいは保育の場と関係機関との協働において積極的に活用することができ
る。

子ども一人ひとり
の発達に即して適
３
切な援助を行う能
力

子ども一人ひとりの人権を尊重しつつ、子どもの発達についての基本的な
知識を持ち、発達の過程や発達の課題に応じてどのような援助や支援が必
要であるかを考え、個々の子どもや家族の育ちに求められる適切な援助や
支援のあり方について判断し、実践することができる。

１

具体的な援助や支
援の内容を計画
子ど
４
し、実践できる能
も未
力
来学
科
経験や実践を反省
的に振り返り課題
５
を発見し、対応す
る能力

子どもの実態及びその背景にある家族や社会の状況に即した援助・支援の
あり方に関する知識を踏まえ、具体的な指導計画や指導案を立案するため
に必要な技能や表現方法を身につけ、実践することができる。
自らの保育実践を絶えず反省的に振り返り、子どもや家族への援助や支援
に関する課題を発見し、それらに対応する新たな保育内容を計画し、実践
することができる。

実践から生まれた
気づきや課題を共
６
有し、分析する能
力

保育実践を通して生まれるさまざまな気づきや課題を保護者や保育者等と
共有していくための表現力を身につけ、対話を通して解決へ向けた分析を
行うことができる。

社会の動向を捉え
ながら、課題に対
７
応するための方法
を構想する能力

子どもや保育をめぐる制度や社会的問題等を踏まえ、現代の保育の課題に
ついて深い関心を持ち、それらの課題に対して主体的に考え、意見を持つ
ことができる。

さまざまな社会資
源との連携や協力
８
のあり方を構築す
る能力

子どもや子育て家庭を取り巻く地域社会や行政、他領域の専門家と連携、
協力していく必要性を認識し、その協働の具体的方法について考え、主体
的に取り組むことができる。

２）教育課程編成・実施の方針［カリキュラム・ポリシー］
子ども未来学部における教育課程は、大きく教養（基礎）科目と専門科目に区分する。それぞ
れを構成する授業科目は、課程修了時の資質・能力の獲得を担保するため、学修領域ごとに系統
性をもって過不足なく配置する。また、相互に有機的な関連性、履修の順序性をもたせることで、
教育課程全体として体系的な編成を確保し、以下に示す学修方法、学修過程及び学修成果の評価
方法により実施する。
また、以上の教育課程において、学びの主体である学生自身が、以下の三つの学びを柱として、
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各科目内、あるいは科目間においてそれらの学びを相互に関連させながら、着実に自己の学びを
積み重ねていく「循環する学びのプロセス」の獲得を目指すものとする。
・知識と教養及び人間の探究にかかわる「子どもへの学び」
・保育者としての専門性にかかわる実践的な経験を基にした「子どもからの学び」
・仲間とともに対話、思考し、協働する「なかまとの学び」
【学修内容】
教養（基礎）科目と専門科目は相互に連関し、両者を統合して段階的に学んでいくことにより、
人間への探究とともに専門的な知識、技能を備えた職業人としての資質、能力を身につけること
になる。それぞれの学修内容は次のとおりとする。
教養（基礎）科目では、保育学を学ぶ者として必要とされる汎用的な知識、技能並びに子ども
や保育・子育てをめぐる社会の動向に対応して、多様な背景をもつ他者と協働しつつ取り組む姿
勢と行動力を身につける。
専門科目では、教養教育を通して培われた様々な視点から物事を思考する能力を発展させ、専
門的な知識、技能を基盤として総合的に判断する能力を身につけ、子どもと社会の未来について
深く思考しながら行動できる専門職としての実践力を習得する。
【学修方法】
教養（基礎）科目及び専門科目を構成する各科目の授業形態は、授業の到達目標や教育方法、
クラスサイズにより、講義、演習、実習・実技及び卒業研究に区分する。また、学生の能動的な
学修を促し教育効果を高めるため、演習科目を中心にグループワーク、フィールドワーク、プレ
ゼンテーション、課題発見・解決型学習及びディスカッション等を取り入れた授業を実施する。
特に、実践的な演習授業、学外研修、二つの併設園を含む学外施設における実習、地域連携に
よる協働プログラムへの参加等、体験を通じた学びとその振り返りを重視する。
以上の学修方法を通じて、知識や技能の活用を図るとともに、主体性、協働する姿勢、表現力
を身につける。
【学修過程】
〈１年次〉
教養基礎科目及び専門基礎科目を中心に履修し、現代社会や人間に関する幅広い教養と専門分
野における原理や基本的知識を身につける。また、保育実践経験等を取り入れた必修の専門基
幹科目を履修し、専門分野につながる基本的知識・技能と保育マインドを身につける。特に、
少人数制の初年次教育である「基礎演習」を通して、高等学校から大学への円滑な移行を図り、
主体的に学ぶ姿勢と在学中の学習効果を高めるためのスキルとそれ以後の能動的な学修態度
の基礎を築く。
〈２、３年次〉
保育士資格・幼稚園教諭一種免許状取得に必要な必修の専門基幹科目を中心として、選択の専
門基幹科目並びに専門発展科目を履修することにより、すべての子どもや家族、それらを取り
巻く社会への理解に関する知識と、保育技術や保育を計画し、実践するための様々な専門的知
識・技能を習得する。また、実習科目を履修することにより、知識と技術の融合を図り、課題
を発見し、課題解決のための改善方策を思考する力を身につける。加えて、３年次必修科目で
ある「キャリア講座」を履修することにより、卒業後の進路を意識する。
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〈４年次〉
２年次以降の実習教育の集大成として、保育の実践と理念をつなぐ専門発展科目の必修科目で
ある「保育・教職実践演習（幼稚園）」や、選択科目である「子育て支援実習」
「保育インター
ンシップ」等を履修し、卒業後の進路を意識した専門性を高めるとともに、多様化する保育ニ
ーズに対応できる能力やそれを活用するための実践力を身につける。
【学修成果の評価の在り方】
〇 教養科目群及び専門科目群を構成する各授業科目の科目担当者による学修成果の評価は、当
該授業科目のねらい、到達目標に対し、各科目の評価方法、評価基準に照らして学生個々の
達成度を測って行う。
〇 各学年における学修成果の評価は、当該年度の履修科目における GPA に集約し、アドバイザ
ーが GPA や修得単位数等の状況に応じた指導、助言を行う。
〇 学修目標に対する学修成果の到達度は、学修目標に関与する各授業科目の評価を総合し、そ
れぞれの学修目標（基準）に対する到達度合を尺度で示す評価基準表（ルーブリック）並び
に学修ポートフォリオ（『履修ファイル』）を活用して確認し、学生自らによる不断の振り返
りと課題への取り組みを行う。

３）入学者受入れの方針［アドミッション・ポリシー］
子ども未来学部では、建学の精神「捨我精進」に沿って、地域社会・国際社会の保育者として
貢献できる人材の育成を目標としている。したがって、社会全体を見通し、その中にあって保育・
子育て支援に有用な人材として成長することができる学生を求めている。
そのため、入学者選抜では、以下に示すとおり、本学部の学生として必要な資質・能力及び学
力並びに学修姿勢を入学前に身につけているか、入学後に身につけられるかという観点により、
それらの資質・能力や学力等の水準を判定するための選考を実施する。
【入学前に求める基本的な資質・能力】
子ども未来学部では、子どもと保育に対する興味・関心・問題意識を持ち、子どもや保育に関
わる将来への志望意思を明確に持っている以下のような学生を求める。
① 子どもに関する社会の出来事や社会的問題に対して強い関心をもち、さまざまな情報を知識
として身につけ、その背景や要因について思考することができること。
② 自ら主体的に学ぶ姿勢を身につけていること。
③ 学業や課外活動等を通じて、さまざまな価値観をもつ人々が共存していることを理解し、柔
軟な思考ができること。
④ 学業や課外活動等を通じて、人間関係において自己を十分に表現する力や、他者とのコミュ
ニケーションを良好に図れる力を身につけていること。
【入学前に求める基礎的な学力及び経験】
① 高等学校の各教科において、学習や技能の基礎が達成できていること。
② 得意な教科があり、子どもを取り巻く現代社会の仕組みや制度についての基礎知識をもって
いることが望ましい。
③ 理解力、着想力、思考力及び語彙力等、基本的な文章表現上の諸能力があり、経験したこと
やそこから感じたこと、考えたことを読み手に伝わるように記述できること。
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④ 保育現場への参加体験があることが望ましい。
【入学後に求める学修姿勢・能力】
① 教育課程を通じて保育の専門職として保育に関する知識や技能を身につけ、保育士資格、幼
稚園教諭一種免許状の取得をめざす意思が明確で、卒業後その専門的な知識や技能、資格・
免許を活かし、子どもと保育に関わる分野で社会に貢献しようとする意欲。
② 実習科目やグループワーク、フィールドワーク、プレゼンテーション等、実践的な科目の履
修を通じて、学士課程として求められる思考力、知識や技能を活用した課題解決能力、判断
力、表現力を身につけ、自ら主体的に学ぶ姿勢をもって学業を継続する力。
③ 保育ボランティア活動や地域の子育て支援実践活動等に積極的に参加し、多様な人々と協力
して働く能力。
【入学者選抜及び評価の方法】
入学者選抜及び評価の方法は入試区分ごとに次のように実施し、志願者の入学目的と子ども未
来学部における学位授与の方針との整合性、本学部の学生としての適格性について総合的に評価
して合否を決定する。
① 推薦入試
〈選考方法〉
面接、書類選考
〈評価の視点〉
面接では、入学前に求める基本的な資質・能力について審査し、入学後に求める学修姿勢・
能力の可能性を確認する。
書類選考では、高等学校の調査書による評定平均値を点数化し、入学前に求める基礎的な学
力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
面接と書類選考による結果を総合して評価する。評価の配点は、面接 100 点、書類選考 50
点とする。
② 一般入試
〈選考方法〉
筆記試験（国語総合(古文・漢文を除く)、英語Ⅰ・Ⅱ）
〈評価の視点〉
入学前に求める基礎的な学力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
各試験教科の点数を合計し、学力水準の達成度合を評価する。評価の配点は、国語総合 100
点、英語Ⅰ・Ⅱ100 点とする。なお、高等学校の調査書により入学前の修学状況について確
認するが合否判定には利用しない。
③ AO 入学制度
〈選考方法〉
入学希望理由書及び課題（ともに事前提出）、面接、書類審査
〈評価の視点〉
面接は入学希望理由書及び課題に基づいて実施し、入学前に求める基本的な資質・能力につ
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いて審査し、入学後に求める学修姿勢・能力の可能性を確認する。
課題では、入学前に求める基本的な資質・能力に加え、理解力、着想力、思考力及び語彙力
等、文章表現上の諸能力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
課題と面接による結果を総合して評価する。審査に当たっては、入学希望理由書及び課題の
記載内容及びそれに基づく面接を重視し、評価の配点は、面接 80 点、課題 70 点とする。な
お、高等学校の調査書により入学前の修学状況について確認する。
④ 大学入試センター試験利用入試
〈選考方法〉
大学入試センター試験の受験科目のうち２科目を利用する。
「国語」は現代文のみ、
「英語」はリスニングを含まず 100 点に換算する。
「公民」と「地理・
歴史」は１教科として扱う。「理科」①グループを選択した場合は、選択回答した２科目を
１科目として扱う。
〈評価の視点〉
入学前に求める基礎的な学力について審査する。
〈評価方法〉
受験科目のうち高得点科目の教科２教科の合計点により、学力水準の達成度合を評価する。
⑤ 活動報告入試
〈選考方法〉
保育実践経験・ボランティア活動・課外活動、総合的な学習の時間における学修成果等に関
する活動報告書及び活動証明書、面接
〈評価の視点〉
面接は、活動報告書及び活動証明書に基づいて実施し、入学前に求める基本的な資質・能力
について審査し、入学後に求める学修姿勢・能力の可能性を確認する。
活動報告書では、入学前に求める基本的な資質・能力に加え、入学後に求める学修姿勢・能
力の可能性並びに理解力、着想力、思考力及び語彙力等、文章表現上の諸能力について審査
する。
〈評価方法及び評価の比重〉
活動報告書及び活動証明書と面接による結果を総合して評価する。審査に当たっては、活動
報告書及び活動証明書の記載内容及びそれに基づく面接を重視し、評価の比重は、面接 80
点、活動報告書 70 点とする。なお、高等学校の調査書により入学前の修学状況について確
認する。
⑥ 社会人入試
〈選考方法〉
面接、小論文（60 分 800 字以内）、書類審査
〈評価の視点〉
面接では、入学前に求める基本的な資質・能力について審査し、入学後に求める学修姿勢・
能力の可能性を確認する。
小論文では、入学前に求める基本的な資質・能力に加え、理解力、着想力、思考力及び語彙
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力等、基本的な文章表現上の諸能力について審査する。
〈評価方法及び評価の比重〉
面接、小論文及び書類審査による結果を総合して評価する。評価の配点は、面接 100 点、小
論文 100 点とする。なお、最終卒業学校の調査書や成績証明書等により、入学前に求める基
礎的な学力について確認する。
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