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共生科学部  ～日本で唯一「共生」の観点から学ぶ～

教員免許状  ～実践力のある教員になるために～

資格  ～明日につながる資格がたくさん！～

学修のすすめ方

テキスト学修（レポート）

スクーリング

科目修得試験

充実のサポート体制

星槎の活動を紹介！

星槎の高等教育機関

創設者／「星槎」とは

知の根を下ろす処に星槎有り
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２００４年の開学時から
学んでいる人は、

こんなにいるんだね

34,129名
（2022年11月時点）

学生の約３人に
１人以上が教育に関わる

仕事をしています

累計在籍者総数
男性 ： 52.2%
女性 ： 47.8%

ほぼ半々
なんだね〜

男女比率

あなたの職場にも
星槎の仲間が！

全国の教育施設（幼稚園、小学校
中学校、高等学校、特別支援学校
大学など）、行政機関、社会福祉施
設、スポーツ関連施設・企業、医療関
連施設、一般企業、起業、塾、青年海
外協力隊、大学院進学など……

卒業後（学修後）の
活躍場所

１８歳〜８９歳までの
学生が一緒に
学んでいます！

16～22歳
23～29歳
30～39歳
40～49歳
50～59歳
60歳以上

24.7%
23.3%
19.5%
18.1%
11.6%
2.8%

年齢構成

札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡を
中心に主要都市にあるスクーリン
グ会場のほか、みなさんのご自宅
等がスクーリング会場となりますの
で、海外からの受講も可能です。

キャンパス

学生分布
インターネットにつながる

すべての場所がキャンパスです
27.1% ▶ 教員
26.2% ▶ 学生（ダブルスクール含む）
14.9% ▶ 主夫・主婦・非常勤職員
8.9% ▶ 会社員
4.9% ▶ 学校職員
3.9% ▶ 福祉施設職員
2.7% ▶ 教育業界
2.7% ▶ 公務員（教員以外）
2.3% ▶ 自営業
1.2% ▶ 医療機関職員
5.2% ▶ その他

職　業

北海道
東北
関東
中部
近畿

9.1%
3.9%
39.7%
12.6%
14.9%

中国
四国
九州・沖縄
海外

3.2%
1.4%
15.0%
0.2%

アメリカ・ブラジル・チリ・オランダ
ドイツ・フランス・フィンランド

オーストラリア・中国・香港・台湾・韓国
ベトナム・タイ・シンガポール・ブータン
エリトリア国・エジプト・南アフリカなど

さまざまな場所で学んでいます！
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〜 数字でみる星槎大学 〜



何から始めればいいかわからず困っていた時、担
任の先

生（マンツーマン指導員）に相談したらきめ細や
かに対

応してくれました。愚痴混じりの話も聞いてくれる
ので、先

生の存在はとても大きいです。

また、マンツーマン指導員の先生に限らず、各科
目の先

生方もいつも優しく対応してくれるので、とても安
心です。

先生方からのアドバイスもあって、今年度全ての
単位を

無事に修得することができました。この報告をし
た時も

一緒に喜んでくれて、すごく嬉しかったのを覚えて
います。

将来的には、どんなこどもでも輝ける場を作りたい
と考え

ているので、大学の学びとともに、小学校の放課
後児童

クラブでアルバイトしながら、こども達との関わり
方を実

践的に学んでいきたいと思っています。

杉崎 友紀さん　〈20代／神奈川県〉
星槎大学の学修内容はもちろん良いのですが、ラグ
ビー選手として活動している私にとって、受講方法も選
択可能なところが特に良い部分だと感じています。時期
や場所により受講できないことも多くあるのかなと心配
していましたが、選べる日程や受講方法が思った以上
にあったので、受講しやすかったです。
また、自己学修から始める学びのスタイルは、学びも深
くなり、合理的だと感じています。
ラグビー選手として活動しているので、オフシーズンに
集中して学修するなど、自分の予定に合わせて学ぶこと
ができるので、助かっています。

内田 啓介さん　〈30代／群馬県〉

私は他大学に通いながら、星槎大学で特別支援学校
の教員免許状取得を目指しています。
学び方がいまいちわからず、事務局の方に心配なことや
不安なことを相談した際に、解決方法をいろいろと考え
てくださり、自分にあった学修計画を組み立てることが
できました。また、先生方は、私の学修上の悩みに対し
て親身にご対応くださり、質問にも丁寧に答えてくださ
いました。私のおすすめ科目は、「発達障害概論」。先生
の話や動画がとてもわかりやすかったです。オンライン
のスクーリングでしたが、先生が機器を使いこなしてい
たので、安心して授業を受けることができました。

田村 果暖さん　〈20代／静岡県〉

田井 花佳さん　〈20代／大阪府〉

私は通学制の大学で中高の教員免許状を取得したのですが、卒業後は引

き続き学びたいと思い、教職大学院に進学しながら、小学校の免許状も取

得したいと考えていました。
在籍している大学院で小学校の免許状を目指す場合、３～４年はかかると

言われてしまい、困っていたところ、星槎大学の存在を知りました。なかなか

ダブルスクールを認めてくれる大学がない中、星槎大学では今の大学院に

在籍しながらでも学ぶことができたので、とても助かりました。

石澤 大翔さん　〈20代／神奈川県〉
高校卒業後、社会人チームに所属して、オリンピックを目指しな
がら競技と学業を両立しています。朝から夕方まで競技に打ち込
んでいるため、事務局の方に学修の進め方やわからないことを聞
きながら自分のペースで学ぶことができています。競技と学業の
バランスもとれていますので、ストレスなく学び続けることができて
いると感じています。将来は、自分の経験を活かして、こどもに体
を動かす楽しさを伝えられる指導者になりたいと思っています。

20：00

24：00  就寝

夕飯  19：00

12：00  昼食

8：00
起床

10：00
13：00

17：00

田村さんの
ある１日

学修
時間

学修
時間

学修
時間

自由時間

自由
時間

（区切りがいいところ
まで学修します）

睡眠

先
生
方
の

温
か
み
を

感
じ
る
指
導

プ
ロ
ラ
グ
ビ
ー
と

学
業
の
両
立
！

夢
の
実
現
に
向
け
て

ダ
ブ
ル
ス
ク
ー
ル
！

自
分
の
夢
が

実
現
で
き
る
場
所
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入学を何年間も迷っていましたが、星槎大学に入学してから人生

が豊かになりました。学んだことは、実生活でそのまま活かすことが

でき、家族や職場とより良い関係性を築くことができています。

今後は学んだ知識や考え方を家庭や社会で実践し、経験を重ね

ていきたいと思います。また、将来は、小学校の教員免許状を取得

して、こどもや保護者に寄り添える職に就きたいと考えています。

星槎大学に入学するか迷っているみなさんに胸を張って伝えたい

です。
「星槎大学は素晴らしい大学です」と。

齋藤 悠加さん　〈30代／宮城県〉

中島 美玲さん　〈10代／神奈川県〉

星槎大学では、仲間や先生の意見や経験
をたくさん聞くことができ、自分の考えを広
げることができます。中でも「星槎学」という
科目のスクーリングでは、今までの考え方
が変わるような体験をしました。
「共生」について学んだことで、互いを尊重
し合う気持ちを持てるようになっているよ
うに感じます。いろいろな個性を尊重しな
がら過ごすことを自然と意識し、周りと比べ
て焦ったりせず、自分を持つことができるよ
うになりました。

「共生」で考え方が広がりました！

齋藤さんの
ある１日

睡眠

24：00  就寝

5：30  起床

7：30
8：00

12：0013：00

16：00

17：00

20：00

学修
時間

自由時間

パート勤務

お弁当など家事、
こどもたちの見送り

家事、夕飯、
こどもたちの習い事の

送迎等

大原 はじめさん　〈30代／神奈川県〉
大学での学びは、「勉強している」という感
じではなく、知らないことを知るという楽し
さでいっぱいで、プロレスだと新技を体験し
ているような感覚です。学ぶことで知的好
奇心をくすぐられ、自分のために吸収して
いる状況なのでとても充実しています。
大学卒業と教員免許状を取得できたら、
こどもたちにスペシャル授業をしたいと考
えています。10代でメキシコに渡った留学

経験や、30代で中卒から大卒を目指したことなど、さまざまな経験をしてきたので、プロレスラー

として諦めないで挑戦する姿をこどもたちにも見せていきたいなと思っています。

平
日
教
壇
に
立
ち
、

週
末
は
リ
ン
グ
に
立
つ
男
！

諸富 乃彩さん　〈20代／大阪府〉

みなさんには、私のように1回きりの人生、限られた時
間の中で、他人の目を気にせず、やりたいことを思いっ
きりやって、後悔しない選択をしてほしいと思っていま
す。星槎大学は、自分の時間を自由に使って学ぶこと
ができるので、選択肢を広げることができる大学です。
誰にも負けないくらい自分の人生を楽しみましょう！

学業とやりたいこと両立することができる大学！

長島 俊記さん
〈50代／東京都〉

最も教員免許状を
取りやすい環境

星槎大学には教育現場をよく知る教員が多く在籍し、教
育について通常学べない細部まで知ることができます。
また、教職員の方々は教育に対してとても熱心で、サポー
トも丁寧で手厚く、星槎大学で教員免許状を取得できな
い方は、他のどの場所でも取れないのではないかと思うほ
ど、教員免許状を取得しやすい環境です。

VOICE !
【学生の声】

根掘り葉掘り聞き
ました！ 

わかりやす
く、

学びやす
い

オンライン
学修！

素晴らしい
大学！



特別支援学校の教育実習では、事前指導スクー
リング

だけではなく、実習中も指導の機会を設けられて
いたの

で、不安なことや困っていることを解消しながら
実習を

やりきることができました。また、システム上の疑
問点な

ど、小さいことでも事務局の職員の方々が丁寧に
対応し

てくれるので、ストレスを感じることなく学修に取
り組む

ことができています。不安もあるかと思いますが、
ワクワ

クした気持ちで入学してください！

素敵な未来があなたを待っています！

古郡 健太郎さん　〈20代／北海道〉

石丸 誠さん　〈50代／佐賀県〉

コロナ禍でスクーリングや実習がオンラインになってし
まい残念でしたが、実際に現場で活躍されている先生
方から沢山のアドバイスをいただいたおかげで指導案
を書き上げることができ、１年間で日本語教師の資格
を取得することができました。先生方の熱心で温かい
指導と事務局の方々のきめ細やかなサポートのおかげ
だと思っています。
日本語学関連の科目は、普段母語として何気なく使っ
ている日本語についての新しい発見がたくさんあり、と
ても面白かったのですごくオススメです！

吉川 理絵さん　〈20代／兵庫県〉

迷っているならぜひ、星槎というイカダに飛び込んでみ
てください。きっと視野や視座を広げ、これまでの自分よ
り少し成長した自分に出会えるはずです。星槎での学び
は、人生を切り開いてくれる糧となるでしょう。一緒に学
び合える日を楽しみにしています。困ったことがあれば、
いつでも教職員の方に相談して大丈夫ですよ！

中山 美嶺さん　〈20代／神奈川県〉

仕事をしながら空き時間を使って勉強できる
大学を探すために、福岡県で行われた合同説
明会に参加していたところ、星槎大学に出会
いました。その説明会で丁寧に対応していた
だき、元々イメージにあった通信制の煩雑さも
なく、仕事をしている人も取り組みやすいなと
感じたことと、ホームページやパンフレットの内
容やデザインが面白いと思ったので、入学を決
めました。

柿崎 裕大さん　〈20代／北海道〉

星槎大学は、人生の行き場を失いかけていた私
に、教員

免許状取得という希望を与えてくれました。そして
その希

望は現実になり、無事、中高英語の教員免許状
を取得

し、現在は高等学校で英語の教員として勤務し
ていま

す。コロナ禍ということもあり、一度も会場に行く
こともな

く、大学の先生方とは直接会うことはできず残念
でした

が、オンラインでもとても身近に感じた大学は星
槎大学

が初めてです。

星槎大学には、学ぶ人のことを
よく考えてくれる先生や、「こん
な先生になりたいな」と思わせ
てくれる先生がいます。困った
時はメールで相談すると、アド
バイスもすぐにいただけて大変
ありがたかったです。やってみよ

うと思ったら飛び込んでみる。困ったらすぐに相談する。親身になって
応援してくれるので、それを力に変えて頑張りましょう！
また、Zoomでのディスカッションを通じて、たくさんの仲間が勉強を
頑張っているのだと実感することができたので、自分も頑張ろうと思
えました。学んだ科目数は少ないはずなのに、すっかり母校のように
感じています。

白壁 敬太さん
〈20代／兵庫県〉

僕は小さい頃からスポー
ツや多くの怪我を経験し
て、柔道整復師（整骨院
の先生）と教員になりた
いという夢を持っていま
した。進路で柔道整復
師と教員のどちらを目指
すか迷っているとき、
通っている大学と星槎
大学が教育連携していることを知り、柔道整復師の資格をとりながら教員免許状も取得できるということで、入学を決めました。星槎大学では、苦手意識のあった種目（科目）でも、スクーリングが終わる頃には必ずそのスポーツが大好きになります。
実技授業の後、先生と受講生みんなでご飯に行って、色々なお話ができたことがいい思い出になっています。

学
び
続
け
る
こ
と
の

大
切
さ
、楽
し
さ
を

教
え
て
く
れ
る
場
所

学びやすさ、面白さが入学の決め手！

ケセテ ハブテシオンさん
〈20代／エリトリア国〉

私は将来、留学生に日本語を教えたいと思ってお
り、そのために星槎大学では日本語教師の資格取
得に向けて、日々学んでいます。
「日本語教育」という科目のスクーリングでは、グ
ループディスカッションの時間があり、相手の経験
したことを聞くことで、自分の知らないことを学ぶこ
とができました。
たくさんの経験を持った人たちと交流することは、
自分にとってとても力になっていると感じています。

知識の泉

佐方 俊仁さん　〈20代／熊本県〉

私が学修上で悩んでいる時、教職員の方々がと
ても親切に個別対応をしてくれました。
スクーリングでは、講義内容やレポートについて
直接質問することができ、「さらにこの分野を学び
たいなら、この書籍がおすすめです。」など、詳しく
指導してくださいました。
星槎大学のスクーリングでは、幅広い年齢の学
生と共に学びます。さまざまな人と関わることがで
きるのですが、現職の先生方とも話す機会があ
り、貴重な経験を聞くことで、将来の目標がより明
確になりました。

たくさんの人と楽しく学べる大学

石本 スミ子さん　〈80代／北海道〉

星槎大学の学びは家族や地域の方 と々のコミュニ
ケーション等でプラスになっていると思うことが多
くあります。例えば、孫のことを考える時、もっと早く
学んでおけば、「あれも、これも褒めてあげられた。」
と感じることがあり、これからも学び続けなければ
ならないと考えています。
星槎大学は若い方々のための学びだけではなく、
すべての方が学べる科目がたくさんあります。私
は、この大学との出会いがとても楽しいと思うと同
時に素敵な対応をしてくれる教職員の方々にいつ
もホッとさせられています。

学ぶことに年齢は関係ない

6：00
起床

食事・入浴

23：00  就寝

8：00  朝の準備

9：00  通勤

通勤時間中に
教科書を読ん
でいます

帰宅  19：00

睡眠
自由時間

仕事

中山さんの
ある１日

学修時間

宮澤 悦子さん
〈40代／愛知県〉

仲間と楽しく
夢を叶える

迷っているなら
星の槎（いかだ）に
飛び乗って！

マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で

サ
ポ
ー
ト
し
て

も
ら
え
る
！

私
の
人
生
を

救
っ
て
く
れ
た
大
学

人との繋がりを感じられる

通信制大学

通勤時間中に教科書
を読んでいます
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VOICE !
【学生の声】

一人ひとりのストー
リーを

掘り下げて聞いてみ
ました！
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共生科学専攻
共生科学部の中心となる、教育、特別支援、環
境、国際関係が連携するカリキュラムで構成され
ています。共生科学を中心に学び、学士取得を目
指す方や、中学校社会や高等学校地理歴史・公
民、特別支援学校の教員免許状の取得を目指
されている方が対象です。

福祉を中心としたカリキュラムで構成され、社会福
祉士国家試験受験資格の取得を目指されている
方が対象です。社会福祉士国家試験受験資格取
得を目指す場合、「福祉専攻」でのみ受験資格を
得ることができます。共に生きる観点から福祉を考
えていきます。

グローバルな視野で考え、ローカル（地域や国）の
視点で行動する力を身につけることを目指し、その
ための手段として「英語」を中心とした教育と研究
を行うカリキュラムで構成されています。主として、
英語（中・高）の教員免許状の取得を目指されてい
る方が対象です。

初等教育を中心としたカリキュラムで構成されて
います。幼稚園教育要領、小学校学習指導要領
に沿った科目を多く開講し、実践力を高める指
導をそれぞれの科目で行っています。幼稚園もし
くは小学校、または両方の教員免許状の取得を
目指されている方が対象です。

スポーツ身体表現を中心としたカリキュラムで構成
されています。スポーツから得ることができるいろいろ
な関わりや経験、学びなどを通して、共生社会の実
現を考えていきます。主として、保健体育（中・高）の
教員免許状の取得を目指されている方が対象です。

スポーツ身体表現専攻

グローカルコミュニケーション専攻

福祉専攻

初等教育専攻

共生でつながる５つの専攻

日本で唯一、「共生」の観点から分野を超え横断的に学ぶ

従来の縦割りで知識伝達型の教育を行う学問分野ではなく、「共生」をコンセプトに、
日常のあらゆる切り口から分野を超えて横断的に学びを深めることができる新しい学問分野です。

共生科学部

社会的な障がいがあるということで福祉を考えるのではな
く、共に生きるという観点から、お互いを理解し、相手のため
に何ができるのかを考え、実践できる専門家を養成します。

人と自然とが共に生きるという視点か
ら多角的に学び、複合的な視点で情報
収集・状況把握・分析・判断することに
より、環境問題や課題を通して、解決す
る力を身につけていきます。

歴史や文化、価値観が異なる「国と国」「民族
と民族」が信頼し合える関係を築き、共に生
きていくための方法を実務に即して学び、社
会を変えていく力を身につけていきます。

大きな社会的変動の中で、現状を受け止め、未来
に向かってどのような目標に進むべきかを考え、実
現のために主体的に行動していく力を持つための
教養科目を開講しています。

関心や将来の目標、目的に応じて専門性を深める
科目を開講し、免許状や資格取得を目指します。
高度な専門性を身につけるために必要な科目で
あり、キャリア形成に大きく役立ちます。

特別支援教育とは特別なものではなく、多様性を尊重し、共生
社会の形成には必要不可欠な学びのひとつです。星槎大学の特
別支援教育は、「障がいのあるなしに関わらない」教育分野とし
て多くの科目を開講しています。さまざまな視点から特別支援教
育を考え、インクルージョンについて学んでいきます。

社会において特に必要とされる力は知識よりも課題探究能力だ
と考えています。実社会や実生活の中で、課題を発見し、主体
的・協働的に探究していきます。教科・科目の枠にとらわれない
多角的で複合的な視点で事象を捉え、課題解決していく力を育
成するための科目を多数開講しています。

福　　祉

環　　境

国　　際

課題探究

資格専門

教　　養

特別支援教育 皆が学ぶべき特別支援 日常のすべてが学びになる！

“あたりまえ”の心で人を思いやる

広い知力を身につける

広い視野を持ち社会を変える

地球規模で環境を学ぶ

専門性をはぐくむ

時代の変化や社会の情勢に適切に対応
した科目を開講しています。共生という観
点からそれぞれの科目の横断性を意識
し、多様性社会の創造に貢献できる人材
養成を目指しています。

教　　育

生ききる力を育てる
スポーツの楽しさや面白さを体験しながら、障がいの有無や年
齢、性別を超えたスポーツの在り方を考え、スポーツはもちろん、
体育、健康などの課題を解決する力を身につけていきます。

スポーツ

スポーツで共生を考える



通信教育課程の大学として唯一、中学校、高等学校の保
健体育の教員免許状取得ができます。これからの教員に
は「生きる力」を育成する教育を行うことが期待されていま
すので、社会人としての経験や、プロスポーツ選手などの貴
重な経験は、学校教育の現場で活かすことが可能です。

保健体育の
教員免許状

本学で学ぶ
約３人に1人が
教育に関わる方です！

通信制大学
で

唯一！
※2022年1

1月現在

△ 11 12 ▽

幼稚園教諭 1種・2種
小学校教諭 1種・2種
中学校教諭（社会・保健体育・英語） 1種・2種
高等学校教諭（地理歴史・公民・保健体育・英語） 1種
特別支援学校教諭 1種・2種 （「知的障害者」「肢体不自由者」「病弱者」領域）

教員免許状

●星槎もみじ中学校
●星槎国際高等学校
●星槎大学大学院
●星槎中学校
●星槎名古屋中学校
●星槎高等学校
●星槎学園 初等部・中等部・高等部
●星槎道都大学
●幼保連携型 認定こども園 ピーターパン幼稚園

星槎のネットワークがサポート！

□インクルージョン教育

【教職課程ガイダンス】
教育実習や介護等の体験の実施にあたって、星槎大
学の教員養成の考え方や心構えのほか、同じ志を持
つ仲間とのグループディスカッションによって、しっかり
準備することができます。また、動画にて教員免許状申
請の流れやスケジュールなどについて視聴することが
できるので安心です。

【星槎大学附属教職総合支援センター】
みなさんの教員免許状取得にあたって、教職の専門
家が日々サポートします。必要単位数の確認や個別
の履修モデルの作成、履修相談等を土日や祝日も
メールや電話、オンラインにて行っています。教員免
許状取得に向けての心強い味方です。

【教員採用試験対策講座】
毎年、春と秋に教員採用試験対策講座を実施してい
ます。教員採用試験の最新情報のほか、論作文、個人
面接、場面指導、模擬授業等について実践的な内容
を学び、自信をつけて教員採用試験に挑むことができ
ます。採用試験合格者の体験談は毎年好評を得てい
ます。

「所有免許状にプラスして他の免許状取得を目指したい」、「同時に資
格取得を目指したい」、「他大学で一部修得済みの単位があるので残り
の単位のみ修得したい」など、一人ひとりの状況に応じて個別に適切な
取得方法、必要科目をご案内しています。

【星槎教育実践研究会】
大学生、大学院生、卒業生やグループ内の教育機関
の教職員が共に教育実践研究を行うことにより、優れ
た実践的指導力と高度な専門性を兼ね備えた教員に
なることを目指します。また、お互いの交流の場として
活用されています。

本学では、すべての学校種の
教員免許状取得が可能です！

●幼保連携型 認定こども園 青葉台幼稚園
●野川南台保育園
●ティンクル上野川保育園
●ティンクル瀬谷保育園
●ティンクルくぬぎ坂保育園　　　　  など

～実践力のある教員になるために～

先生になりたい！

現在、学校を取り巻く状況は内外とも厳しい状況で
す。学校では、いじめ・暴力・不登校・高校中退などの
課題を抱えています。さまざまな対策が講じられては
いますが、問題解決には至っていません。現場の教師
はまさにその最前線でこれらの課題に向き合ってい
るのです。加えて、教員の多忙な働き方も解消してお
らず、こうしたことが教員志望者減という現状にも表
れています。しかし、教育が立ち行かなくては国家そ
のものの存続にもかかわります。多くの国で、経済発
展に加えて教育の充実が追求されているのはそのた
めです。教育は国の在り方に大きくかかわるのです。
この状況の中で前向きに教職を目指す方に拍手を
おくりたいです。しかし、それは希望すればだれでも教
職につけるということを意味しません。教員の資質能
力として2点あげたいと思います。1点目は、常に学び
続けようとしているかどうかということです。教えるこ
とは学ぶことです。２点目は、幼児児童生徒とのコ
ミュニケーションを欠かさず、幼児児童生徒の同伴
者として自分を位置付けているかどうかです。
星槎大学の学生がひとりでも多く教職に就き、共生
社会の実現に向けて活躍してもらいたいと切に願っ
ています。

星槎大学附属教職総合支援センター
センター長

教員になるという素敵な夢を実現させましょう！

教授  手島 純

学修内容、方法をカスタマイズ！ 充実したスクーリング

教員免許状取得のための必修科目の多くはスクーリングが必須となっ
ています。そのため、最新の教育事情を題材とした講義を受講できるこ
とはもちろん、その場で疑問点を解決し、次の日から実践できることも
本学教職課程の魅力のひとつです。

教育実習の
心強い味方

教育実習年度には、実習担当教員が学生一人ひとりに個別のサポートをします。
これからの時代に求められる実践力のある教員を養成するため、100％の個別指
導体制を整えています。教育実習に向けての相談や指導案づくりについてのアドバ
イスなど、実践力を高める指導を教職総合支援センターと連携して行っています。
また、教育実習前・後に学校ボランティアとして学校現場に足を運ぶことを積極的に
ご案内しています。学校現場は常に変化していますので、状況や児童・生徒の様子を
知り、自己の課題を受け止め、教育への考えを深めること、実践力を高めることを目
的としています。

これからの教員に求められる能力として「発達障がいを含む特別な支援を必要とする児童・生徒等への理解と対応」が挙げられます。
星槎大学では、特別支援教育の最新動向や実践について専門的に学べる多様な科目や資格を開設しています。
現職教員の方はもちろん、行政や教育、医療、福祉、スポーツに関わる方、保護者の方も多く学んでいます。

学校ボランティア、教育実習等は

星槎グループ内でも行うことが可能です。

学校ボランティアで
現場を知る！



現代社会において、人々の「福祉」に対するニーズはこ
れまで以上に多様化、複雑化しています。そこで、社会
福祉の領域で働く人々には、広い視野と深い知識、そ
して確実な実践力が必要となっています。中でも、ソー
シャルワーカーと呼ばれる社会福祉実践の専門家に
は、人の尊厳や社会的公正という価値に基づき、個人
へのサポートから法制度や社会の仕組みづくりまで、
たいへん幅の広い役割が求められます。このソーシャ
ルワーカーについて、我が国で国家資格化したのが
「社会福祉士」で、定められたカリキュラムに沿って福
祉に関わる諸分野の学修を進め、現場実習を行うな
どして、一定水準の人材の育成が目指されています。
とはいえ、社会福祉士は、資格取得がゴールではあり
ません。「共生」を謳う本学は、「人を認める、人を排除
しない、仲間を作る」という３つの約束のもと、社会に
必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、
それを成し遂げることを精神としています。共生社会
の創造とは、誰もがその人らしさを損なわれることな
く、他者と共に生きていく道筋であり、これはソーシャ
ルワークの理念と完全に合致しています。
その意味で、本学における福祉専攻、そして社会福祉
士養成課程は、共生という視点から福祉をとらえ、環
境、国際、教育といった関連諸分野の学びとも併せて
包括的な学修を進めていけるところに大きな特長があ
ります。皆さん、これからの社会で活躍できる社会福
祉士を目指して、一緒に歩みを進めて参りましょう。

社会福祉士を目指す皆様へ

共生科学部  共生科学科
福祉専攻

教授　堀越由紀子

“あたりまえ”
の心で

福祉を考える。

△ 13 14 ▽

※指定された社会福祉に関する科目の中から３科目以上修得し、卒業することにより取得できます。
　詳しくは「科目資格ガイド」をご覧ください。

●実習のフォロー体制

●福祉特別講義

本学では、実習をしっかり行い、実践力を身につけてもらうため、学生一人ひとりに担当教員がついて、サ
ポートしています。また、実習日程は平日週3日以上で調整。実習先は「大学の登録施設」、「新規開拓施
設（自己開拓）」のいずれかを選べるため、自由度が高く、ご都合に合わせて実習を行うことができます。

本学では「福祉特別講義」を開講しています。昨今の多様化する福祉問題について考えていく講
義を行い、さまざまな福祉現場で活躍している卒業生や専門家をゲストスピーカーに迎え、福祉
問題の現状を把握し、その問題の解決策を一緒に見出していきます。

資格を取得することだけを目的とせず、社会のなかで関わりあっている分野を学びながら、実践的
に活躍できる社会福祉士を目指します。また、個別対応できるよう少人数制の専攻となっていま
す。そのため、学生と教職員との距離が近くアットホームな雰囲気であるのも特長の一つです。

●星槎大学ならではの福祉専攻

共に生きる観点から“あたりまえ”の心で福祉を考える
身体や精神の障がい、または環境上の理由のために日常生活を送ることが難しい方々に
対して、福祉についての相談を受け、助言や指導などの援助を行うことが社会福祉士の
主な仕事です。こどもから大人まで幅広い年代を対象としており、分野も多岐に渡るの
で、今後の日本社会において、ますます活躍の場が広がる資格です。

特別支援教育、発達障がいの基本から
判定法、支援法などの実践まで
特別支援教育、発達障がいについての基本的な仕
組みから、医学的見解や支援の方法、アセスメント
の方法まで幅広く開設しており、教育、医療、福祉、
スポーツに関わるすべての方々に現場で役に立つよ
う構成されています。特別支援教育について体系的
な知識・技術等を修得できる独自のプログラムです。

【社会福祉主事 任用資格】

履修証明プログラム文部科学省認定

一般的に福祉事務所などの行政機関で働く場合に必要となる資格です。
また、福祉施設で働く場合の資格としても準用されています。

※本学では、初等教育専攻、福祉専攻を卒業するほか、他専攻でも指定科目を修得し、卒業することで取得を目指すことができます。詳しくは、事務局までお問い合わせください。

【児童指導員 任用資格】
児童厚生施設や児童養護施設などの児童福祉施設において、こどもたちの保護や生活指導にあたる職員のことをいいます。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によって定められる資格要件を満たすことが必要となります。

社会福祉士（国家試験受験資格）

こどもたちを引きつける
外国語の授業力を学ぶ

教育とカウンセリングの両方に
見識と技能を有する教育の専門家

指定科目の単位を修得することにより、教育カウンセラー・
ピアヘルパーの受験資格を得ることができます。教育カウン
セラーは、「教育とカウンセリングの両方に見識と技能を有
する教育の専門家」であり、こどもたちの「生きる力」を育む
支援をする資格です。

多文化共生社会の実現を目指す、日本語教育のスペシャリスト

小学校の現場では、これまで以上に英語力が求められてい
ます。この講座では、実践力を身につけるためのさまざまな指
導方法を楽しく学んでいきます。英語を専門に学んでいない
方や、苦手だと感じている方もぜひ挑戦してください。

すべてのこどもに寄り添い学校生活を支援する
～心理に強い保育士や教員の育成～

小学校外国語活動指導者准学校心理士
【学校心理士認定運営機構認定】

学校生活での問題について、カウンセリングなどによるこど
もへの直接的援助を行うとともに、こどもを取り巻く保護者
や教員、学校に対して「学校心理学」の専門的知識と技能
をもって、心理教育的援助サービスを行うことのできる方に
対して認定する資格です。

日本語を母語としない児童・生徒をはじめ、「生きづらさ」「生活しづらさ」を感じている
方に幅広く日本語を教えるだけでなく、本学の教育理念に則って日本語教育を実践で
きる力を養成していきます。また、プログラムの組み合わせで外国籍の障がい児・者に
対しても、寄り添った日本語教育を実施できるよう学ぶことができます。

自閉症スペクトラムを理解し、
よりよいサポートの方法を学ぶ

AS（自閉症スペクトラム）サポーター
【日本自閉症スペクトラム学会認定】

AS（自閉症スペクトラム）サポーターとは、独特な世界に生
きる自閉症スペクトラムの人たちが、社会で心地よく生活で
きるようにサポートする人のことをいいます。
自閉症の理解とともに自閉症スペクトラムの人たちとの共生
をすすめるため、基本的な知識とサポートの方法を修得し
た方に、日本自閉症スペクトラム学会が認定する資格です。

教育カウンセラー／ピアヘルパー
【日本教育カウンセラー協会認定】

福祉分野でスポーツの特性をいかして
働くことを支援するプログラム
福祉現場で身体を動かすことの楽しさはもちろん、
競い合う楽しさやコミュニケーションスキル向上を目
指したスポーツの指導や支援の専門家を養成して
いきます。福祉業界で働きたい方や、教育関連の仕
事に就きたい方、指導者としてのスキルを身につけた
い方などにおすすめの資格です。

日本語教師 【法務省告示日本語教員養成課程校】

～明日につながる資格がたくさん！～資 格

履修証明制度とは、社会人等を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム
（履修証明プログラム）です。修了者には、単位を認定することができ、学校教育
法に基づく履修証明書を交付します。学びたい分野の知識や技術を体系的に
学ぶことで専門性の向上につながるだけでなく、学んだことを履歴書やジョブ
カードに書くことができるので、キャリアアップや転職、再就職に活用できます。

（学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条等）

知識を得るためだけじゃない！

支援教育専門士

福祉スポーツ指導員
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スクーリング
ありの科目 スクーリングの受講テキスト学修

（自学自習）による
レポート作成

単
位
修
得

自宅等で受験する
科目修得試験
（レポート方式）

※スクーリング受講後に
　レポート提出する科目
　もあります。

通信教育の基本！
学んだことを自分の言葉で
レポートにしてみよう！

土日祝日を中心に、
自宅やオフィス、最寄りの
会場等で受講できる！

※試験日や制限時間なく
　自由に受験できます。

試験日や制限時間が
ないので、自分の力を
120％発揮！

半年に1度、頑張った
結果が単位になる！

各科目のテキストと学修指導書により学修をすすめ、テーマにしたがってレポートを作成します。
レポートは担当教員により添削指導されます。

単位数

1～2単位

3～4単位

レポートの本数

1 本

2 本

レポートの量

1,600字程度

※科目により回数・量等が異なる場合があります。

各科目の概要、学修のすすめ方、教科書、参考資料などがまとめられているほか、「学修
をすすめるうえでの『キーワード』」や「レポートのテーマ・評価基準」が科目ごとに記載
されている学修指導書。テキスト学修をすすめるうえで心強い味方となりますので、テキ
ストと併用し、レポート作成を行ってください。また、わからないことは、科目担当教員に
直接相談できるよう教員のメールアドレスを公開しているので安心して学修に取り組む
ことができます。
学修指導書は学生ポータルサイトから無料で閲覧・ダウンロードできます。ご自身でダ
ウンロードできない場合は、印刷サービス（有料）も行っていますので、ご活用ください。

これを読んだら大丈夫！ 「学修指導書」

合 格

再提出
▶ ▶ ▶ ▶テキスト購入 テキスト・学修指導書

を使って学修
レポートの
作成～提出

添削されたレポートは
学生ポータルサイトで

確認

レポートの作成は、「パソコン」「手書き」の2つの方法があります。完成したレポートは、
「オンライン」または「郵送」にて提出してください。

レポートの作成方法と提出方法レポートの回数と量

担当教員が一つひとつ丁寧に添削し、評価を行った後、添削内容を学生ポータルサイト
に掲載します。
レポートを提出してから返却されるまで科目によって異なりますが、1ヵ月ほどかかります
ので、早めの提出を心がけましょう。再提出になった場合は、担当教員のアドバイス（添
削）をしっかり確認し、合格を目指してください。年度内であれば費用はかからず、何度
でも提出可能です。担当教員からの添削は励みにもなりますし、合格後は達成感や成
長を実感することができるので、計画的にじっくりテーマと向き合って作成してください。

丁寧であたたかいレポート添削 教員への質問・相談

□レポート作成から提出の流れ

□単位修得までの流れ

まずは学修指導書で
科目内容をチェック！

年度内（期限内）なら何度でもやり直せる！

スクーリング
なしの科目

学修のすすめ方
生活スタイルは人それぞれ。

星槎大学では、自分のライフスタイルやスケジュールなどの都合に合わせて
学修をすすめていくことが可能です。

もし、テキスト学修に課題を感じたら、LMS（Learning Management System）で
マンツーマン指導員や科目担当教員に質問をしたり、事務局へ相談をしたり、

学生同士意見交換するなどして、計画的にレポート作成をすすめていきましょう。

「読む」「考える」「書く」が楽しい！

あなたに合った学びをカスタマイズ！

都合の良い時間を自由に使って学びすすめていくテキスト学修、土日祝日を中心に開講しているスクーリング（自宅、会場等で受講）、
そして自宅等で受験できる科目修得試験、この３つを軸に科目ごとに単位修得を目指していきます。

□入学区分

大学の卒業や資格の取得を目指す場合など、複数年にわたって学ばれる方に適している入学区分です。
卒業要件を満たすことで、「学士（共生科学）」の学位を取得することができます。
正科生として学ばれる場合は、学びの目的によって専攻が異なります。

科目等履修生 特修生
必要な科目のみを1年間で学ぶ場合や、他の大学など
に通いながら星槎大学の科目を学んでみたい場合な
どに適している入学区分です。また、教員としての勤務
経験を活かして教員免許状を取得する資格履修生
や、幼稚園教諭免許状特例講座の方もこの入学区
分に含まれます。科目等履修生として修得した単位
は、正科生としての入学後も活かすことができます。

大学への入学資格を持たない方が、本学で学
修を開始するための入学区分です。
特修生として本学で16単位以上修得すること
により、本人の申請に基づき審査のうえ、本学
の正科生1年次入学の資格が得られます。
本学でのみ有効なものであり、他大学に入学
する場合は適用されません。

《特別科目等履修生》

124単位（30単位）

94単位（23単位）

62単位（15単位）

32単位（8単位）

1年次

2年次

3年次

4年次

入学
編入学

※（　）内はスクーリング単位。入学・編入学年次により、必要単位
　が異なります。

4年以上

3年以上

2年以上

1年以上

共生科学専攻（２～４年次編入学が可能）

初等教育専攻（３年次編入学が可能）

福祉専攻（３年次編入学が可能）

スポーツ身体表現専攻（３年次編入学が可能）

グローカルコミュニケーション専攻（３年次編入学が可能）

本学では卒業して「学士（共生科学）」取得後も、特別科目等履修生として学び続けることができます。
教員免許状や資格の取得、生涯学習、自分磨きの場として多くの方が学んでいます。

※専攻により取得可能な教員免許状等が異なりますので、複数の免許状等取得を目指される場合はご相談ください。詳しくは、「学生募集要項」「科目資格ガイド」をご覧ください。

卒業に必要な
在学期間

卒業に必要な
単位

※正科生に入学する場合は満18歳以上
　でなければなりません。

レポート作成でわからないことがあれば、メール
で直接担当教員にいつでも聞くことができます。
また、LMS（学修管理システム）での相談もできる
ので、レポート作成の際も安心です。

テキスト学修（レポート）

正科生

在籍年限がない！
無理のないペースで目標に向けて一生涯学び続けることができます。

壁にぶつか
ったときは

、

学修指導
書を見直し

たり、

先生に相談
する！

添削されたレポートは
試験にも役立つ！

わからないことがあれば、
いつでも教員に直接連絡

丁寧な添削指導で

学びが深まる！



見たこともない夜空をぜひ！

経験に基づく具体的なアドバイス！

星槎のスクーリングは、地球まるごと学修圏。

味わったことのない体験が待っています！

世
界
中
ど
こ
に
い
て
も
受
講
可
能
！
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

介
し
て
自
宅
な
ど
か
ら
参
加
で
き
ま
す
。

他にはないユニークな科目がたくさん！

実際にふれ合いながら学べます。

△ 17 18 ▽

世界中どこにいても受講できる！

インターネットを介して自宅や職場等からライブで受
講できる科目が200以上あるため、世界中どこに
いても受講することができます。また、札幌、横浜、名
古屋、大阪、福岡の５都市を中心とした主要都市に
会場があり、仲間とともに学びを深めることも可能で
す（一部科目を除く）。

全国の学生が受講するスクーリングは、情報交
換の場としても活用されています。仲間同士で意
見を言い合い、互いを認め合うことは、新たな気
づきに繋がります。「スクーリングから人生が広が
る」。これが星槎のスクーリングです。

受講するだけではもったいない！
全国で仲間を作る！

オンライン授業（Webライブスクーリング）では、グループワーク
を多く設けているので、個別の相談も仲間同士の交流も頻繁
にできます。また、授業後には個別の質疑応答時間があるの
で、わからないことをすぐに解決できます！

オンライン授業でも個別の相談ができる
今後、ますます増えるオンライン授業や
オンライン会議での立ち振る舞いを学
ぶことができます。授業の方法やプレゼ
ンの方法を学ぶことにより、オンライン
上でも魅力的でわかりやすい授業やプ
レゼン方法を身につけることができます。

オンライン授業の方法を
身につけることができる

本学の学びはオンラインが中心となっていますが、会場で
開講するスクーリングでは、実技や演習・実習、フィールド
ワークを行っています。実際に体感することで得られる経験
は大きな学びに繋がります。

実践力向上！
体感・体験型スクーリング

もちろん対面スクーリングも充実しています！

先生の情熱を感じられる貴重な機会です。

通信制大学で唯一、中学校・高等学校の保健

体育教員免許状が取得できます！

さ
ま
ざ
ま
な
国
の
人
と
の
文
化
交
流
は
一
生
の
宝
物
！

内容が濃い！笑いがあり、飽きることがない！
全国の仲間と一緒に成長できます。

札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡の５都市を中心
とした会場にて受講するスクーリングです。土日祝
日を中心に開講しています。

会場
スクーリング

Web会議アプリケーションを利用したライブ配信
型のスクーリングで自宅等から受講します。会場か
ら遠方にお住まいの方や海外の方も受講しやすく
なっています。土日祝日を中心に開講しています。

視聴期間内であれば、いつでも、どこでも、何度で
も、受講できる動画視聴によるスクーリングです。
お好きな時間に受講できるので、忙しい方も学びや
すくなっています。

Webライブ
スクーリング

オンデマンド
スクーリング

※スクーリングスタイル（Webライブスクーリングとオンデマンドスクーリングなど）を組み合わせて受講する科目もあります。
※スクーリングの受講日数は原則として１単位＝２日間（0.5単位の場合は１日）になります。ただし、実技科目については原則１単位＝４日間となります。
※スクーリング時間は原則10：00～17：00となります（一部の科目はスクーリングの開始・終了時刻が異なります）。
※受講方法は科目・日程ごとに異なります。詳細は、「科目資格ガイド」をご覧ください。

スクーリング
スクーリングとは、自宅（オンライン）や全国の学習センター、その他臨
時会場等にて教員から授業（面接授業・メディアを利用して行う授業）
を受ける履修方法のことです。「スクーリング単位」が設定されている
科目は、スクーリングの受講が必須となっています。「卒業に必要な124
単位のうち、30単位以上はスクーリングによる単位を修得すること」と大
学通信教育設置基準で定められています。

スクーリングは、科目ごとに設定されたスクーリング単位で受講日数が決まっています。
原則スクーリング単位1単位で2日間（0.5単位の場合は1日）の受講が必要ですので、
年間のスケジュールを確認し、計画的に学修を進めることが大切です。

星槎のスクーリングスタイル
自分にあった受講方法を選択！

200科目以上

いつでも受
講

実践型

スクーリングスケジュールを確認し、都合に合わせて受講することができます。
ホームページや学生ポータルサイトから科目ごとの開講日程等をチェックすることが可能です。

1

2

3

1

2

3
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星槎大学では、課題解決能力を問う試験を行います。
資料を用いながら今まで学んだことを自分の言葉で文章（レポート）にして表現していきます。

合格すると単位の修得となります。

通信制だからこそ、安心してしっかりじっくり学んでもらいたい。
そんな気持ちから、多くのサポート体制を用意してみなさんをお待ちしています。

不安を解消し、より自分らしい学びを星槎大学で実現してください。

みなさんの学びを応援します！

自分の力を発揮する！ 学びの集大成

科目修得試験

充実のサポート体制

事務局相談窓口

□マンツーマン指導員

□星槎大学附属総合学修・就職支援センター

スクーリングありの科目 スクーリングなしの科目

再提出

自宅等で受験（作成）
自宅等で受験（解答を作成）します。

提　出
オンラインまたは郵送で期限までに提出します。　※科目修得試験の評価はレポート合格後となります。

合　格
年度内（期限内）なら何度でも提出可能

障がい等のある学生、および就職（企業等）を希望する学生が実り
多い学修、キャリア形成ができるように、学修支援室と就職支援室
が一丸となってサポートします。
専門のカウンセラーやアドバイザーと教員が連携してサポートにあ
たりますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

高等教育の
修学支援新制度

本学は、高等教育の修学支援新制度（給付
型奨学金・授業料等減免）の対象校です。
対象者は、世帯年収に応じて入学金や授
業料の免除または減額と給付型奨学金の
両方の支援を受けることが可能です。詳細
については、日本学生支援機構のHPを確
認してください。また、そのほかに貸与型の
奨学金（日本学生支援機構）や国の教育
ローン（日本政策金融公庫）、オリエント
コーポレーション（オリコ）と提携した教育
ローンなどもご案内しています。

学修をサポートする心強い味方
正科生一人ひとりを各教員が担当し、みなさんの履修状況を把握し
て、しっかりサポートするのが「マンツーマン指導員」。担任の先生が
ついているので安心して学べます。各科目の担当教員や事務局とも
連携して、共に目標達成を目指します。

共生をテーマに、本格的な科目学修に入る前の事前トレーニングとし
て考え方の基礎を学ぶ「共生入門」。レポート作成に重点を置き、教員
からの詳しい解説とともに実際に作成する「プレゼミ」。どちらの科目も
学修を始めるにあたって、とても役立つ内容です。

□共生入門・プレゼミ
学修のすすめ方やポイントを教員が直接伝授

平日だけでなく、土日や祝日も相談を受け付けています（オンライン、
電話、Web質問フォームなど）。また、定期的に北海道から沖縄まで相
談会を実施していますので、直接会って学修相談することも可能です。
いつでも安心して学びすすめてもらえるよう、事務局もみなさんの学修
を応援しています。お気軽にご相談ください。

□LMS（Learning Management System）
通信制と通学制のハイブリッド学修支援！
大学から付与されたGoogleのIDでログインし、インターネット上の教
室にて、学生に対して学びの支援を行うことができる学修管理システ
ムです。教員による効率的できめ細やかなサポートを受けながら、単
位修得を目指すことができます。また、教員や学生同士のコミュニ
ケーションツールとしても活用できます。

（日本学生支援機構HP）

スクーリング受講後、学生ポータルサイト
から試験課題を確認することができます。

レポート提出後、学生ポータルサイトから
試験課題を確認することができます。

個別の入学前・入学後相談を随時実施
入学前でも入学後でも個別の相談会を随時実施しています。ご希
望や目標を聞いたうえで、一人ひとりにあった科目や学修スケ
ジュールを一緒に組んでいきます。ご希望の方には履修モデルの作
成なども行っています。お気軽にご相談ください。

□個別相談会

科目ごとにレポートのテーマや学修の手順、試験の方法や到達目
標を細かく記載しているのが学修指導書。学修をすすめるうえでま
ず、学修指導書をじっくり読むことをおすすめしています。安心して
学びすすめるための大切なパートナーです。

□学修指導書
科目の取扱説明書！ 学修指導書は熟読必須！

要件を満たしていれば、いつで
も、どこでも、自分のタイミングで
の受験（作成・提出）が可能です。

制限時間がありませんので、資料
を見ながら、自分のペースで受験
できます。

自宅等で受験ができるので、移
動の負担がなく、試験に集中す
ることができます。

パソコンまたは手書きのいずれか
お好きな方法で試験に取り組む
ことができます。

《試験日がない》 《制限時間がない》 《自宅受験が可能》 《選べる受験方法》
POINT 1 2 3 4POINT POINT POINT

わからないことがあ
れば、

いつでも教員に直接
連絡

事務局もみなさんの
学びを

全力で応援します！

□単位修得までの流れ
科目修得試験は、レポート方式に
よる試験です。試験課題などは、
スクーリング受講後、もしくはレ
ポート提出後、学生ポータルサイ
トにて確認できます。自宅等で受
験（解答を作成）し、オンラインま
たは郵送にて期限内に提出しま
す。再提出になった場合でも年度
内（期限内）であれば、何度でも
提出することができます。

サポート体制が
充実！

通信制だからこそ、安心して学んで
もらえるように多くのサポート体制
を用意しています。

土・日・祝日も

相談対応有

成果を実感！
学びの集大成！

自分の考えを文字

で表現する！
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星槎の活動を紹介！
～みんなの笑顔が動力源！ 星槎の活動～

2017年、沖永良部島にサテライト
カレッジを開設しました。島内在住
の石田教授による講義の他、若年
層の人口流出ストップなど、地域活
性化を目的としたさまざまな活動
をすすめています。

鎌倉「建長寺」
での朗読会

建長寺の敷地内にある正
受庵で「親と子の朗読会」
を開催。大人の参加者も
多く、改めて「ことば」のも
つ力の素晴らしさを感じる
ことができる朗読会です。

沖永良部島
サテライトカレッジ

丹波コミュニティカレッジ
「あたり前にとらわれないキャンパス」それが学生と一緒に考えた
丹波コミュニティカレッジです。学生が主体性を発揮し、授業を受
けて自分たちでできることを考え、アクションを起こしています。

出前授業
学習・造形ワークショップ
夏休みの宿題や工作などのお手伝いを近隣
の小学校で行っています。同時に、保護者の
方にむけて教育相談も行っています。

本学が提案する企業・団体・地域向けの「人財採用・育成」プロ
グラム。企業（団体・地域）内に通信制大学で学ぶ仕組みを設定
することで、働きながら大卒資格を取得するプログラムや、社内研
修のアウトソーシングなど、理念や方針に合わせてオーダーメイド
の学びを提供しています。

かいしゃだいがく

85を超える全国の大学・短期大
学や専門学校等と教育連携の
協定を結んでおり、現在は、
1,000名を超える学生が在籍し
ています。学生の進路の選択肢
を増やし、教員免許状取得等の
目標達成に向けて教職員一丸
となってサポートをしています。

学校間連携

キャンパスもパソコンも飛びだした学びが、毎日のように全国で行われています。
講義だけが学びじゃない。芸術や文化に触れ、体験・実践を通して、
分野を超えて横断的に学ぶことは、社会に対して「伝える力」を養うことにつながります。
星槎でしかできない学びを一緒にしてみませんか。 利尻町

サテライトカレッジ
2021年、北海道の利尻町（利尻島）
にサテライトカレッジを開設しまし
た。地域の方々のコミュニティの場と
して、また地域の活性化を目的にさ
まざまな活動を実施していきます。

京都の伝統建築として親しまれている町家
「仁風庵（国登録有形文化財）」や、鎌倉の高
徳院、南砺など、全国各地の歴史的建造物な
どを会場として定期的に開催している星槎大
学オープンカレッジは、毎回多くの方にご参加
いただいています。

全国の歴史的建造物を
会場とした「星槎塾」

ツルセミ
生徒たった２人の塾、

星槎はここから始まりました。

ずっと学生でいられるので、

親子二代で学ぶ方もいます！

在籍年限がない！

ハチドリの
クリキンディ

開講科目は

300以上！

好きな科目を選んで受講！

1科目から学べます。

自分にできることをしよう。
続きは「星槎学」で！



マッケンジー・ソープさん
星槎大学客員教授

読み書きが困難なディスレクシアと向き合い
ながら、「愛と真実」で貫かれた数々の作品を
生み出しているマッケンジー・ソープさんとい
ろいろな活動を一緒に行っています。

緑区講演会
横浜市緑区と連携し、人権研修や職業講話、職員研修
など、ニーズに合わせた講演を行っています。具体的な話
を盛り込んだ講演はすぐに実践できると好評です。

2017年度より人的資源、知的財産、施設などを活用して
連携を強化し、まちの魅力をさらに高める取り組みを推
進していくことを目的に横浜市青葉区と連携協定を締
結。いろいろな講座やシンポジウムを開催しています。

青葉6大学連携事業

東京工業大学地球生命研究所（通称ELSI)
は、宇宙や生命に関するトップクラスの研究
者の方々が世界中から集まり、私たち人間
が抱えているBig questions（ビッグ クエス
チョンズ）にみんなでチャレンジしています。
本学では、中高生が取り組む「宇宙教育」の
分野で連携した取り組みをすすめています。

地球生命研究所との連携

大学・都市パートナーシップ協議会に参加
している横浜市内の大学が一同に集まり、
市民のみなさんに大学を知っていただくた
め、みなとみらい21地区から横浜市全域に
新たな魅力を発信するイベントです。

ヨコハマ大学まつり

与えられた教科書から知識を得るだけ
でなく、学校で学んださまざまな教科を
横断的に学び、自分自身が興味・関心の
あるコト・モノをドキドキ・ワクワクしなが
らトコトン学び、これからの未来を創る力
を身につけていきます！

SEISA プレアカデミー

「かながわ人生100歳時代ネットワーク」の活
動の一つである「カッコイイおとなプロジェク
ト」。こどもが主役の造形教室を開催し、たく
さんのこどもたちが作品を作り上げました。

カッコイイおとな
プロジェクト

自分流に学びをカスタマイズできる通信制の特長を活
かしつつ、通学制に準じた学修形態で、学修サポート
を受けながら学びたい方を対象としたコース。それぞ
れのニーズに合わせた学び方が可能で、本コースの陸
上競技部では、「走る」ことを通じて学びを深めなが
ら、専門家の指導のもと本格的に陸上競技に打ち込
むことができる環境を整えています。

アコモデーションコース

△ 23 24 ▽

宇宙との共生

人と人、人と自然、国と国、
そして宇宙との共生。

みかん校舎

毎朝、掃除のおじさんだと
思っていたのは・・・

湘南マジックウェイブ

高校生から大学生、大学教員や地域の方々が
パーソナリティーとして活躍中！

創設者だ！

劇団新制作座
打鼓音

創作和太鼓集団

眞山美保の魂を
受け継ぎ７０年！

２０２１全国大会優勝！



UNAI
（国連アカデミック・インパクト）

星槎大学は、世界の高等教育機関との連携である
「国連アカデミック・インパクト」に加盟しており、普遍
的人権擁護や国際的諸課題の解決に向けた、教
育・研究・社会貢献活動に取り組んでいます。

最新情報につきましては、
Webで確認できます。

世界のこどもたちに、将来の夢と希望を

日本で、世界の国々で、日々を懸命に生きているこど
もたち。しかし、医療や教育が行き届かないために、
その可能性を奪われてしまうこどもたちも数多くいま
す。1970年代から続く星槎グループの国際支援・交
流活動をさらに進めるため、2010年に世界こども財
団を設立。医療・教育・スポーツを通して、こどもたち
や青少年の健全育成、そして自立を支援するため
に、国内外で草の根の支援活動を続け、2015年には
その実績により、内閣府より公益財団法人として認
可を受けました。

公益財団法人 

世界こども財団
FGC - Foundation for Global Children

SAABとは、共生社会の実現に向けて、互いに知って繋が
ること、SDGsの具現化をテーマに全国の生徒、学生、教
職員が共にアフリカ・アジアの方 と々交流し、将来アフリ
カ・アジアとの「架け橋」になることを目的として2015年か
ら始めた星槎グループ最大の国際交流イベントです。
2022年度も前年度に引き続き、外務省や文部科学省、
UNDP（国連開発計画）、JICA（独立行政法人国際協力
機構）などの各機関に協力いただき、15ヵ国の大使館を
含めて31ヵ国が参加しました。
また、オンラインを含めると約40,000名の方々が参加し、
関わり合いの輪を広げることができました。

SEISA Africa Asia BridgeSAAB

宇宙の教室
「宇宙で学ぶ」＝「命を学ぶ」
宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙教育セン
ターと宇宙教育についての連携協定を締結しま
した。宇宙を素材にした学びから「命の大切さ」
を学びます。

ブータン初の私立大学であるRoyal Thimphu College
（RTC）とのMoU（覚書）の締結により、交換留学など両
国の未来をつなげるプログラムを実施しています。

ブータン王国との教育文化交流
STAR program

△ 25 26 ▽

入学前の疑問点は
ここから相談！
info@seisa.ac.jp

いつでも相談できる！
安心して学べる！

スクーリングの開講予定の
詳細はこちら！

ハスの花
～メトペマ～

メトペマとは、ブータンの言葉

ゾンカ語で「蓮の花」。

星槎が考えるメトペマ村。

詳しくは星槎学で！

Web会議
アプリケーション

世界中どこからでも受講できる！

いろいろな人と交流できる！

相手を認め、

自分の役割を理解し、

社会で自立できる

生ききる力を育む！

共感理解教育
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星槎大学大学院 星槎道都大学

教育セミナー開催中▶自宅から受講できます。詳しくはHPをご覧ください。

成長を全力でサポートする大学

〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通11番地  横浜情報文化センター5階

https://gred.seisa.ac.jp　E-mail：info_gr@seisa.ac.jp

 ・ 平均年齢 ： 47.4歳　  ・ 仕事をしながら学んでいる人 ： 138名／145名

大学は「なりたい自分」「やりたいこと」を実現できる場所。
大学に行くのは何のため？ 
高い専門知識や技術を学びたい。
好きなことを仕事にする。
安定した職業に就く。
資格を取って手に職をつける。
……など目的はさまざま。
共通するのは将来にプラスになるかどうか。社会に出て求めら
れる力は、ひとつではありません。

星槎道都大学では、就きたい職業に合わせたプログラムや、興
味がある分野を深めるプログラム、資格を取るためのプログラ
ムなど、多彩な学びを展開しています。
自分の強みを増やし、得意分野の幅を広げて、さらにコミュニ
ケーション力や英語力を磨くなど将来にプラスになる4年間を
組み立てていくことができます。

経営・社会福祉・デザイン・建築の３学部４学科からなる
メジャー・プログラム33コース×サブメジャー・プログラム
24プログラム＝792の学び方があります。

将来の夢、学びたいことを是非聞かせてください。
あなたにぴったりの組み合わせを一緒に見つけていきましょう。

星槎大学大学院では、教育やその関連分野の専門的知識・技能を身につけ、教育に関する学術研究
および課題解決のための実践研究を行います。実践と理論を往還して自律的に研究を遂行することを
通じて、次世代の教育を形作り、共生社会の進展に貢献できる人材を育成します。

教育を深める研究を共に

〒061-1196 北海道北広島市中の沢149番地

https://www.seisadohto.ac.jp☎011-372-3111☎045-212-3830

〈公益財団法人 世界こども財団（FGC）〉
〈学校法人 国際学園〉
 ●星槎もみじ中学校
 ●星槎フリースクール事業
 ●星槎国際高等学校（広域通信制）
芦別、旭川、北広島、札幌、札幌北、帯広、仙台、郡山、川口、立川、八王子、

横浜鴨居、厚木、湘南、小田原、甲府、静岡、浜松、名古屋、富山、福井、

大阪、広島、高松、丸亀、福岡東、福岡中央、北九州、沖縄、那覇

 ●星槎大学大学院
 ●星槎湘南大磯キャンパス
 ●横浜キャンパス
 ●星槎箱根キャンパス
 ●星槎小田原キャンパス
 ●星槎高尾キャンパス
 ●星槎川口キャンパス
 ●星槎富山キャンパス
 ●星槎札幌もみじキャンパス
 ●星槎レイクアリーナ箱根
 ●地域コミュニティFM放送局 湘南マジックウェイブ（SMW85.6MHz）
 ●外国人介護福祉事業部
〈学校法人 星槎〉
 ●星槎中学校
 ●星槎名古屋中学校
 ●星槎高等学校
 ●星槎プレアカデミー事業
〈星槎学園 初等部・中等部・高等部〉
 ●北斗校
 ●湘南校
 ●横浜ポートサイド校
 ●大宮校
〈学校法人 北海道星槎学園〉
 ●星槎道都大学
〈学校法人 星槎こども園KIDS planet〉
 ●幼保連携型 認定こども園 ピーターパン幼稚園
 ●幼保連携型 認定こども園 青葉台幼稚園
〈社会福祉法人 星槎〉
 ●野川南台保育園
 ●ティンクル上野川保育園
 ●ティンクル瀬谷保育園
 ●ティンクルくぬぎ坂保育園
〈NPO法人 星槎教育研究所〉
〈NPO法人 星槎さっぽろ教育センター〉
〈NPO法人 創作和太鼓集団「打鼓音」〉
〈NPO法人 劇団新制作座〉
〈株式会社リブロ〉
〈農業生産法人 星の島〉
〈横浜・ブータン王国友好協会〉
〈医療・教育未来創生研究所〉
〈神奈川県青年海外協力隊支援協会〉
〈国際部〉
〈一般社団法人 スペースウェザー協会〉
〈一般財団法人 星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ〉
〈一般財団法人 星槎箱根仙石原総合型スポーツクラブ〉
〈宇宙研究支援（アラスカ大学・NASA）〉
〈有限会社 湘南マジックウェイブ〉
〈株式会社 Kurikindi Design〉
〈湘南事務機サービス株式会社〉
〈RAFT PROJECTS 合同会社〉

星槎の高等教育機関

お問い合わせ・資料請求は お問い合わせ・資料請求は

看護教育研究コース／メディア・ジャーナリズム研究コース／国際協力・共生研究コース
《教育学研究科で取得可能な免許状》
◎小学校教諭専修免許状　　◎特別支援学校教諭専修免許状（知的障害者）

教育学研究科 修士課程（通信制）  学位：修士（教育）
共生の視点から教育を検証する 給付金対象講座

教育学研究科 博士後期課程（通信制）　学位：博士（教育）
現場に根ざした実践研究を進め、成果を現場に ～理論と実践の往還～

《教育実践研究科で取得可能な免許状》
◎小学校教諭専修免許状
◎中学校教諭専修免許状（国語・社会・数学・理科・英語・音楽・美術・保健体育・技術・家庭）
◎高等学校教諭専修免許状（国語・地理歴史・公民・数学・理科・英語・音楽・美術・保健体育・情報・商業・福祉・家庭）

教育実践研究科 専門職学位課程（通学制）  学位：教育修士（専門職）
現場の課題を見つめ直し、実践力を高める 給付金対象講座

●教育現場での課題について研究を通じて解決できます。
●教育だけでなく、幅広い分野の研究ができます。
●仕事を続けながら学ぶことができます。
●自宅から講義を受講できます（一部科目を除く）。

星槎大学大学院の特長

プロスポーツや企業スポーツの選手はもちろん、アスリートとして活躍されている方が、その貴重な経験
を生涯を通して社会のために活かすことができるよう応援するのが、このセカンド・キャリア・プロジェク
トです。教員免許状を取得して学校教育の場でこどもたちの教育に関わる、スポーツマネジメントのプロ
グラムを履修して、スポーツ関連の企業や団体の経営、スポーツイベントの開催・運営に関わるなど、
さまざまな目標を応援しています。

2012年からスタートし、180名以上の方が、新たな目標にむかって学んでいます。

セカンド・キャリア・プロジェクト

２つ目の夢を
叶えるチャンスを
与えてくれた

元プロ野球選手

島袋  洋奨

スポーツのキャリアを活かせる！

私はプロ野球選手を引退後、母校の職員として勤務
しながら、保健体育の教員免許状取得に向けて学ん
でいます。
通信制の学修は最初、仕事をしながらなので挫けそ
うになることもあり、不安だらけの日々でしたが、担当
してくれる職員の方が親身になってサポートしてくれ
るので安心して取り組むことができています。また、星
槎大学の学生は、職業も出身地も年齢もバラバラな
ので、多様な価値観を知ることができ、新しい発見に
繋がることがたくさんあります。
将来は、体育やスポーツに対して、前向きな気持ちを
持ってもらえる指導ができる保健体育の教員になり
たいです。

プロ選手の次は
こどもたちに夢を
持たせることのできる
教員へ

プロサッカー選手

山ノ井 拓己

僕たちアスリートは、必ずいつか引退の時が訪れま
す。選手として活躍できる期間は、長い人生の中のほ
んの一部分で、むしろ引退してからの時間の方がはる
かに長いのです。今から将来のことを考えしっかりと
準備していことが大切だと感じ、セカンドキャリアプ
ロジェクトを利用して星槎大学での学修支援を受け
ることにしました。練習や試合などのチームスケジュー
ル、そして自分のコンディション管理が最優先のアス
リートにとって、自分のペースで学べるのが通信制の
最大のメリットだと思います。
クラブとして一人目の入学となりますが、後輩たちの
モデルプランになれるようしっかりと取り組んでいき
たいと思っています。

一歩を踏み出せば、
人生はもっと
楽しくなる！

元プロバスケットボール選手

野口 まゆみ

プロバスケットボール選手を引退後、高校の家庭科の
教員として勤務しながら、今後のキャリアプランを考え、
保健体育の教員免許状を取得したいと考えていまし
た。そこで出会ったのが星槎大学です。星槎大学では、
中高保健体育以外にも特別支援学校の教員免許状も
取得できるので、とても魅力的でした。また、通信制のた
め、育児、仕事などとも両立することができたのもよかっ
たです。
新しいことに挑戦することが好きなので、引き続き学び
は続けていきたいと考えており、次の目標としては、小学
校と幼稚園の教員免許状取得を考えています。また、定
年後には、バスケットボール教室をやりたいと思ってい
ます。そして、自分のこどもがバスケをやってくれるのであ
れば、そのコーチングもできたらいいなと思います。

©avispa fukuoka  ※10月時点の情報です。

【星槎グループ】

《セカンド・キャリア在籍実績》
野球（日本プロ野球OB会、日本女子プロ野球機構、日本
野球連盟、BCリーグ、四国アイランドリーグ、北海道ベース
ボールリーグ 他）、サッカー（J リーグ、なでしこリーグ 
他）、バスケットボール（B.LEAGUE、日本女子リーグ）、プロ
レスリング（プロレスリング・ノア）、バドミントン、ラグビー、
バレーボール、陸上、水泳、スケート、レスリング、ボクシン
グ、アーチェリー、ボート、サーフィン、ダンス、柔道、剣道、空
手、ハンドボール、アイスホッケー、器械体操、卓球  他

教育学研究科修士課程 教育学研究科博士後期課程教育実践研究科

84名 49名 12名
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《植え方、育て方の注意事項》
鉢やプランターに培養土または軟らかい土を入れ、
発芽しやすいように土をよくほぐし、右のカードを指
定の線まで差し込みます。カードの表面を上にし、
図のように少し傾けて差し込んでください。
陽当たりがよい場所に置き、発芽するまでは、土の
表面が乾かない程度に水をあげてください。
葉が5～6枚になったころ、根元の土を付けた
まま丁寧に定地または、大きめの鉢に植え替
えてください。肥料は化学肥料を時々与え、根
付くまでは土の表面が乾かない程度に水をあ
げてください。

知の根を下ろす処に星槎有り。
ち ね お ところ せ　い さ あ

地球（星）を掘ったら星槎が出てきた！？

2022

illustration by kobock (Daisuke Kogi)

2023

社会に必要とされることを創造し、
常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる。

星槎大学は、人と人、そして人と自然とが共生する社会の創造に
貢献することを目的とし、『共生』という理念で結ばれる、教育、福
祉、環境、国際関係及びそれらを横断する広い知力、共生する心
の耕作、様々な問題を前向きに解決しようとする課題探求能力の
育成、特別支援教育を担う教師等の育成を目指しています。

21世紀に適応する広い知力の育成
心の耕作
課題探求能力の育成
特別支援教育を担う教師等の育成

《教育の基本理念》

中国の故事で、ある若者が鎖国という状況の中、知識と見聞を得るために非常に苦労をして諸国
をまわり、結果として自国の窮を救うという話があります。これが、古来よりの「海の中から現れた
『いかだ』が天空を旅した」という伝説に結びつき、「星槎」という言葉となりました。
「槎」は「いかだ」のことで、一本一本、長さや木の種類が違っても、それらが大きな舟となり、悠 と々
目的に向かって進んでいくことができる。みんながそれぞれの持てる力を発揮し、「星（希望）」を目
指して進んでいこうという意味が「星槎」には込められています。

「星槎」とは

未完成の
三角形

ここを埋めるのはあなた！
・  ・  ・

約45°

※種子をこのまま食べたり、動物に与えないでください。
※本品に付いている種付きシールは水に溶けますので、台紙から剥がさずそのまま土に差し込んでください。

まきどき ： 2月～9月

収 穫 期 ： 種まきから100～120日

SEISAの学びは地球（星）の表面だけでなく、地球（星）内部まで浸透しています！
好きな方法で、好きなタイミングで、自分らしく掘り進め、あなたが行きたいところ
に辿り着く。それがSEISAの学びです。
地球（星）に埋めたあなたの種（やる気）は、どんな風に根を張り、一体どんな花を
咲かせ、どんな素敵な実をつけるのでしょうか？
あなたの学んだことが実を結んだとき、次の新たな種（目標）もできるはず。
星槎大学であなただけの実を育てていきませんか？

花 実

実育てよう！ 自分だけの

が咲いたり、 がなったら　

SNSにアップしよう！

2017 2018

2019 2020
2021

星槎が取り組んでいることをイラストにして７年目。毎年、新しいイラストが増えています。
今年は、地球を深く深く掘り進めてみましたが、やっぱりここにも星槎の学びがありました。
星槎の学びはどこにいてもできるので、好きな場所に根を下ろし、しっかり学びを育てていきましょう。そのための水やり（サポート）は星槎におまかせください。
きっとオンリーワンの花が咲き、素敵な実をつけます。たくさん実ったら次の世代に学びの種（ヒントやコツ）をつないでくださいね。
　
あれ？ 表紙の左下を見てください。 今年も新しいイカダをみんなで作りはじめたようです。
花や木もたくさん乗せた華やかなイカダになりそうですね。
さあ、一緒に乗り込みましょう、そろそろ出発です！

創設者　宮澤  保夫

建学の精神

SNSにアップするとイイコトあるかも！！

キャプションに

“♯星槎の種”と

入れてSNSに

アップしてね！

種

根を
はり
、

実を
むす
ぶ！




