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私 が 変 わ れ ば 、
世 界 が 変 わ る 。

Changing myse l f ,  changing the  wor ld

書き込み大歓迎！
この冊子を読むときに必要なのが筆記具。自分にとって

重要だと思うところ、どうしても気になるところ、そうい

う箇所が見つかったら、迷わず書き込み、メモ書きをし

てほしいと思います。大学案内をカスタマイズ。あなた

だけの大学案内につくり変えてください。

1
［ 読 み 方 ］

いつでも！どこでも！誰とでも！
一人で読んだり、誰かと読んだり。空の下で読んだり、電

車で読んだり、自分の部屋で読んだり。さまざまな読み

方ができる冊子です。だから、この形、この重さ、このデ

ザイン。読み方が変われば、発見できるものも変わります。

2
［ 読 み 方 ］

受験生サイトもチェックしよう！
http://admissions.obirin.ac.jp/

桜美林大学について詳しく知りたいなら

鉄道マップ

高田馬場
新大久保

大久保

淵野辺
多摩センター

高
田
馬
場
駅

大
久
保
駅

JR
中
央・
総
武
線

新
大
久
保
駅

JR
山
手
線

町
田
キ
ャ
ン
パ
ス

新
宿
キ
ャ
ン
パ
ス

多
摩
ア
カ
デ
ミ
ー

ヒ
ル
ズ徒歩

スクール
バス

20

10

徒歩

徒歩

徒歩

戸山口（JR・西側）を
ご利用ください

新宿労働総合庁舎

マツモトキヨシ

至東新宿駅 ▼

至西早稲田駅 ▼

サンマルクカフェ

ローソン

セブンイレブン

東京山手メディカルセンター

6

8

13

スクール
バス

徒歩

8

25

新宿
キャンパス

町田キャンパス

多摩
アカデミーヒルズ

ファミリーマート

最寄り駅から各キャンパスまでのアクセス 新宿キャンパス

多
摩
セ
ン
タ
ー

大
久
保

新
大
久
保

高
田
馬
場

ビジネスマネジメント学群

JR 横浜線

多摩モノレール線

京王 相模原線

小田急 多摩線

JR 山手線

メトロ 東西線

西武 新宿線

JR 中央・総武線

JR 山手線

※2019年4月1日現在

淵
野
辺
／

P
F
C

プ
ラ
ネ
ッ
ト

淵
野
辺
キ
ャ
ン
パ
ス

（

　
　
　
　
　
　
　）

PFC（プラネット淵野辺キャンパス）

新宿キャンパス



TOEIC® is a registered trademarks of Educational Testing 
Service （ETS）. This publication （or product） is not endorsed or 
approved by ETS or The Chauncey Group International Ltd.
TOEFL®, TOEFL iBT® and TOEFL ITP® are registered trademarks 
of Educational Testing Service （ETS）. This publication （or product） 
is not endorsed or approved by ETS.本誌の本文は環境に配慮し、植物油インキを使用しています。

J. F. Oberlin University 2020 001



桜 美 林 大 学 へ 、
よ う こ そ 。
「学問のために学問するのでもなければ、自己の教養のために学問するのでもない。

人に事
つか

えんために学問するのである」。桜美林大学の創立者･清水安三は、人々にそう訴えました。

『学
がく

而
じ

事
じ

人
じん

』。時代を超え、学園の人々に受け継がれる精神を、私たちはそう呼んでいます。

学業や課外活動はもちろん、卒業し、学園から旅立ったあとも、進むべき方向を示す道しるべ。

そんな学園の理念の紹介からスタートします。

桜美林学園のミッション
桜美林学園のミッションは、キリスト教の精神を礎とし、教育や研究において誠

実に真理を求め、隣人を思いやる心を持って、仕えることのできる人材を大学で

の学びと経験を通じて世に送り出すことです。1921年５月に中国・北京から始

まった学園の歴史的な観点を鑑みてもグローバル社会での活躍に必要不可欠な

外国語運用能力、多様な文化的背景を持つ人 と々ともに生きる力を全ての学生

に身につけさせます。さらに予測不可能な様々な社会問題を解決に導くことので

きる教養を高め、これからの社会を担う人材を輩出することにあります。

桜美林大学が求める入学者と
入学者選抜の基本方針
［求める入学者］
本学は、桜美林学園のミッションに共感し、本学の教育システムの特長である学

群制の中で、自らが学修を希望する専門領域にとどまることなく幅広い視野で

隣接した学問分野に興味関心が持てる学生等であることを期待します。また、主

体的に学び、経験を積む姿勢、国や地域を越えて異なる価値観を持つ人たちとコ

ミュニケーションができる力を持つ学生等を国や地域を問わず幅広く求めます。

［入学者選抜の基本方針］
「キリスト教精神を礎として、教育を通してグローバルな社会に貢献する人を育

成する」ことが桜美林学園の建学の理念です。また、学園の行動指針である

「学
がく じ  じ じん

而事人」（学んだことを人や社会のために役立てる）の精神を受け継ぎ、学

園から巣立った後、困難な課題にも立ち向かい社会で活躍することが期待され

ています。これからの社会に、「グローバルな人材」「『学
がく

而
じ

事
じ

人
じん

』の精神を受け

継ぐ人材」を輩出しようとする本学は、教育システムの特長である学群制の中で、

自らが学修を希望する専門領域にとどまることなく幅広い視野で隣接した学問

分野に興味関心を持てる学生等であることを期待しています。そして、主体的に

学び、経験を積み、国や地域を越えて異なる価値観を持つ人たちとコミュニケー

ションができる力を持つ学生等を国や地域を問わず幅広く求めます。

M i s s i o n

P o l i c y

Mission &
Policy
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誰 か の た め に 学 ぶ
と い う こ と 。
桜美林大学の創立者・清水安三が学園のモットーとして掲げた

『学
がく

而
じ

事
じ

人
じん

～学びて人に事
つか

える』。

「自分のため」だけではなく、

「誰かのため」に学ぶ大切さを重視しました。

どんなことを学び、どんな行いをすれば人のためになるのか。

あるいは、たくさんの人を支えるために、何を学ぶ必要があるのか。

桜美林大学の教育は、課外活動やキャンパスライフにも

そんな精神が息づいているのです。

学びて人に事
つか

える。あなたは誰のために、どんなことを学びますか？

The Spirit
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め ざ す の は 、
と も に 生 き る 世 界 。
「年齢や性別、民族などの壁を越えて、

多くの生徒がともに学ぶ学校をつくりたい」

清水安三のそんな願いが実を結び、およそ100年前、

中国・北京の地に築かれた「崇貞学園」。

桜美林大学の前身となったこの学園には、

中国や朝鮮など、さまざまなルーツを持つ

生徒たちが集まりました。

異なる価値観や背景を持つ人 と々

創造的に交流する国際人を育てること。

これが、桜美林大学の設立当初から

脈 と々受け継がれているグローバル精神なのです。

これから大学で学ぶあなたにも、

学問を通じてこの精神を体現し、

次の時代に受け継いでいってほしい。

国籍や人種や宗教の壁を越えて、人と人が許し合い、

支え合う、よりよい国際社会をつくるために。

Global
Values
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2 0 2 1年、
桜美林学園は
1 0 0 周年を迎えます。
桜美林学園は2021年に創立100周年を迎えます。この間、世界は驚くような変化を遂げ、そのスピードはますます加速し、先行きの予測は一層

困難かつ複雑になっています。さまざまなものが生まれては消えていく歴史の大きな流れのなかで、桜美林学園がこれまで成長してこられたの

は、私たちの学園に「学而事人」の精神が深く根づいているからです。

学園創立100周年を迎えるにあたり、記念ロゴを制定しました。このロゴは、学園関係者を対象に募集を行い、94点の

応募作品のなかから最優秀賞に選ばれたもので、金子淳吾さん（1988年度経済学部卒業）の作品です。金子さんは、

「キリスト教主義の学校である桜美林学園を象徴するチャペルを、100周年に際して過去を振り返る懐古的なもので

はなく、これからの桜美林をイメージさせる先進的なデザインに落とし込んだ」とデザインのポイントを語りました。

1 0 0周年ロゴマーク

都心の地で、自由な学びをさらに追究
2019年4月、桜美林大学は新たな変化を迎えます。そのひとつが、東京都新宿区百

人町に誕生する新キャンパス。ビジネスマネジメント学群と大学院（経営学研究

科）を移転し、都心にある各大学との連携の強化や、企業と連携した実践的教育の

さらなる発展をめざします。大学の学問とは、無知という束縛から解放され、凝り固

まった考え方から自由になるもの。さまざまな国籍の学生たちが席を並べてともに

学び、さらに他大学の学生や社会人とも刺激し合うことで、豊かな発想力と活発な

行動力を育てます。導入から10年以上を経た「学群制」に象徴される、桜美林大学

の自由な学び。都心の地で、その本質を広く社会に伝えていきます。

芸術の総合キャンパスで学ぶ４年間
もうひとつの大きな変化が「本町田キャンパス（仮称）」の開設。芸術文化学群がそ

の拠点を町田キャンパスから新しいキャンパスに移します。広大な敷地のなかに

［演劇・ダンス］［音楽］［ビジュアル・アーツ］それぞれの学びが集結。町田キャンパ

スでは敷地内に点在していた芸術文化学群の校舎もワンキャンパスのなかにまと

まることで、学生はより幅広く深く各分野を学ぶことが可能になります。

N E W S

2 019年4月、「新宿キャンパス」
スタート!

2 0 2 0年4月、東京・本町田に
芸術文化学群が移転（予定）

新宿キャンパス施設概要

● 所在地  東京都新宿区百人町3-23-1

● 敷地面積  7,900.77㎡

● 延床面積  16,538.01㎡

● 構造  鉄筋・鉄骨5階建て

※イメージ図のため、変更になる場合があります。

新キャンパス開設 　学群を拠点化、そしてブランドの再編・強化

がく　じ　   じ　じん

100th 
Anniversary
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あなたの「ユニークさ」が、
先行きの見えない時代を生き抜く力になる。
桜美林大学は、学生一人ひとりが持っている「ユニークさ」を伸ばしていくことを大切にしています。広く、深

く科目が準備されている学群制では、あなたらしさを土台にした独創的なカリキュラムをつくることが可能

です。好きなこと、関心があること、学ばなければならないことなど、自分のテーマに基づいて授業を選択し、

専門性を追求することができるのです。「今、必要な知識は何か？」「身につけるべき技術は何か？」を真剣に

考え、理想の自分に近づくために自由にチャレンジしてください。そうして主体的に培った学術こそが、先行

きの見えない時代を生き抜く力になるのです。夢があるなら、その気持ちを忘れずに。高いレベルで人や社

会に貢献できる人間になることが、感謝され、頼りにされ、豊かな人生につながるのです。私たち教職員が想

像もつかないような、ユニークな人になってほしい。桜美林で実現しましょう。

M e s s a g e H i s t o r y

1921
桜美林学園の創立者・清水安三により、中国・北京に崇貞学園創立

1946
中国から帰国した清水安三により、桜美林学園（旧制高等女学校・英文専攻科）を創立

1947
桜美林中学校開校

1948
桜美林高等学校開校

1950
桜美林短期大学開学

1966
桜美林大学（文学部　英語英米文学科・
中国語中国文学科）開学

1993
桜美林大学大学院国際学研究科開設

2005
大学に総合文化学群、日本言語文化学院（留学生別科）開設

2006
大学に健康福祉学群、ビジネスマネジメント学群、
桜美林大学孔子学院（中国語特別課程）開設

2007
大学にリベラルアーツ学群開設

2008
大学のビジネスマネジメント学群にアビエーションマネジメント学類、
フライト・オペレーション（パイロット養成）コースなどを増設

2011
創立90周年

2013
大学の総合文化学群を、芸術文化学群に名称変更

2016
大学にグローバル・コミュニケーション学群開設

桜美林の年表学長メッセージ

1891年滋賀県に生まれる。

1915年同志社大学神学部を卒業。

1917年宣教師として中国に派遣される。

1921年北京市に崇貞学園を創立。

民族意識の壁のない自由な教育を行い

「北京の聖者」として慕われた。

敗戦により一切を失うが、

帰国後1946年に桜美林学園を、

1966年に桜美林大学を創立した。

清水 安三 （1891-1988）

桜美林学園創立者

畑山 浩昭
桜美林大学学長

1962年鹿児島県生まれ。桜美林大学文学部卒業。

ノースカロライナ大学シャーロット校大学院修士

課程修了（M.A.）、マサチューセッツ工科大学大学

院修士課程修了（M.B.A.）、ノースカロライナ大学

グリーンズボロー校大学院博士課程修了（Ph.D.）。

2006年より教授。基盤教育院長、学長補佐、副学長等

を歴任し、2018年より学長。大学基準協会理事、日

本高等教育評価機構委員、世界大学総長協会委員な

どを務める。

Message & 
History

外部団体が
学びの質を高く評価
「大学教育の質の保証」の認証を受ける

2012年度に公益財団法人日本高等教育評価機

構から「大学評価基準に適合している」と認定され、

そのなかで「学習・授業・キャリア支援の充実して

いる点が高く評価できる」と認められました。また

本学は、1990年より公益財団法人大学基準協会

に正会員として加盟しています。日本高等教育評

価機構と大学基準協会は、大学、短大などの評価

を通して、高等教育の質の維持や向上を目的とし

て活動している機関です。

崇貞学園校舎

完成間近の太平館

現在のキャンパス

J. F. Oberlin University 2020 011010 J. F. Oberlin University 2020 



J. F. Oberlin University 2020 013J. F. Oberlin University 2020 013012 J. F. Oberlin University 2020 



J. F. Oberlin University 2020 015014 J. F. Oberlin University 2020 



J. F. Oberlin University 2020 017016 J. F. Oberlin University 2020 



で変わる私。

J. F. Oberlin University 2020 019018 J. F. Oberlin University 2020 



「学び」の仕組み 

3年次

第5セメスター 第6セメスター

2年次

第3セメスター 第4セメスター

4年次

第7セメスター 第8セメスター

授業科目名 単位数 成績 ポイント数

GPA

＝

②÷①
▼

45.0÷20

＝

2.25

キリスト教入門 2 B 2×3.0＝6.0

政治経済学 4 C 4×2.0＝8.0

口語表現Ⅰ 2 A 2×4.0＝8.0

コンピュータリテラシーⅠ 2 B 2×3.0＝6.0

英語コアⅠA 2 A 2×4.0＝8.0

英語コアⅠB 2 D 2×1.0＝2.0

英語エレクティブⅡ-中級 1 A 1×4.0＝4.0

心理学 4 F 4 ×   0＝0.0

スポーツ（ウィークリー）テニスⅠ 1 B 1×3.0＝3.0

TOTAL ①20 ②45.0

成績評価方式「GPA」（Grade Point Average）を導入しています。成績を数値化し、
学修成果を客観的に把握するGPA。修得単位数という「量」だけではなく、学修の「質」
を重視すること。卒業要件に最低GPAを設け、これをクリアしなければ所定の単
位数を修得しても卒業を認めないとするなど、「学び」を大切にする桜美林大学の
姿勢を示すものでもあります。アドバイザーは、このGPAを利用して学生の履修指
導を行っており、海外の大学・大学院に留学する際の学修指標としても採用してい
ます。また、卒業までの通算GPAが3.5以上の学生は成績優秀者として表彰されます。

成績は「Ａ～D、Ｆ」の5段階評価で、「Ｆ」は不合格。「Ａ」から順に、4.0、3.0、2.0、1.0
のグレードポイントが付与されます。

成績について

「学び」を大切にするGPA制度

GPA制度

メジャー・マイナー制度のしくみ

桜美林大学には、学群制、GPA制度、セメスター制度などがあり、学生一人ひとりがオリジナルの学びをつくりあげます。
自分と異なる学びを展開する仲間と接することで、新たな視点や価値観を発見できます。

2019年度から100分授業導入
授業時間内でより多くの主体的な学びが行われるように、講義や演習、
討論やプレゼンテーションなど、複数の学修活動を組み合わせること
が可能になります。また、1学期あたりの授業期間が14週間になり、授
業期間以外における活動の選択肢が増えます。海外留学、フィールドワー
ク、インターンシップ等に積極的に参加できるようになります。

【学部制】

学部・学科の独立性が高く、
隣接する分野の学問は学びにくい。

大学

学部

学部

学部

学部

学部

【学群制】

「学び」と「学び」が連携しやすく、
隣接する分野の学問も学びやすい。

大学

学群

学び

学び

学び

学び

学び

学群

学び

学び

学び

学び

学び

学群

学び

学び

学び

学び

学び

学群

学び

学び

学び

学び

学び

学群

学び

学び

学び

学び

学び

桜美林大学では、「学群制」により、特定の分野だけではなく、隣接
した分野も広く学ぶことができます。さらに異なる分野の学問を柔軟
に結びつけられる制度が「メジャー・マイナー制度」です。自分の「学び」
を自分でデザインすることを大切にしつつ、しっかりした専門性を身
につけること。桜美林大学では、このような「学び」の仕組みを用意し、
「学び」の可能性を広げています。

「学び」の幅を広げる学群制

「学群制」とは

1  3年以上の在学 3  入学時からの通算GPAが3.6以上の成績優秀者

2   卒業要件を満たし、かつ124単位以上を修得 4   本人が希望していること

早期卒業の条件

1年次

第1セメスター 第2セメスター

卒業には124単位以上の修得が必要

※ビジネスマネジメント学群においては、上記に加え、TOEIC®700点以上を有し、そのスコアをもって単位認定を受けていることも要件とします。

「セメスター制」と「２学期制」は異なります。桜美林大学が採用
するのは、半年間の学期ごとに授業が完結し、単位を修得する「セ
メスター制度」。履修登録の機会が年に２回あって科目選択の幅
が広がり、より深く学んだり、進路を変更したり、学習計画を柔
軟に組み立てることができます。また９月に新学期がはじまる欧
米の大学とのマッチングが高まってスムーズに留学できるだけで
はなく、卒業の機会が年に２回あって、在学期間３年または３年
半の「早期卒業」も可能となっています。セメスター制度は、大学
入学から卒業までをもっと自由にします。

「学び」をもっと柔軟にするセメスター制度

セメスター制度と早期卒業制度
博物館や美術館が好きだったので、博物館学専
攻をメジャーに選択しようと考えていました。と
ころが、1年次に「博物館教育論」を受講してから、
心境に変化が。博物館を教育施設として利用する
アプローチを知り、興味は教育分野にまで展開し
たのです。両方諦めたくなかったので、博物館学
と教育学どちらとも専攻することに。2つの学問
を深く掘り下げる必要があり、大変なこともあります。
しかし、それぞれで学んだ知識が思わぬところで
交差して、新たな発見を得られたときのわくわく
感はダブルメジャーだけの特権でしょう。

Voice
石田 萌
リベラルアーツ学群４年
メジャー：博物館学専攻プログラム
メジャー：教育学（教職教育）専攻プログラム
愛知県 中京大学附属中京高等学校出身
一般入学者選抜

ダブルメジャー

リベラルアーツ学群では、2つのメジャー（主専攻）を履修する「ダブルメジャー」という
学び方もできます。4年間で2つの専門性が身につくリベラルアーツ学群ならではの「学
び」です。 

2つの専門を追究したい！

入学当初は学びたいテーマが決まっていなかっ
たため、さまざまな分野の科目を履修。そのなかで、
「経営管理論」の授業に興味を持ちました。企業
でリーダーシップを発揮する人材の傾向や特長
を科学的に分析したことで、自分のめざす将来
像も明確になり、メジャーで「経営戦略・管理プ
ログラム」を選択。今後は企業の組織運営や人材
のマネジメントについて、専門的に学んでいくつ
もりです。入学後に自分のテーマを発見し、とこ
とん追究できるのが桜美林大学の魅力です。

Voice
大貫 智史
ビジネスマネジメント学群 3年
ビジネスマネジメント学類
メジャー：経営戦略・管理プログラム
東京都 目黒学院高等学校出身
一般入学者選抜

メジャー

ひとつの専門性を身につける「メジャー」。自分が所属する学群の専攻プログラム・コー
スのひとつをメジャー（主専攻）としてとことん追究します。最低ひとつのメジャーを修
了することが卒業要件になっています。

ひとつの専門をとことん追究したい！

メジャー

2年次の「比較社会学」の授業で、日本とスウェーデ
ンの福祉制度や育児環境の違いを学んだことをきっ
かけに、社会学専攻をメジャーに選択。専攻演習（ゼ
ミ）で日本の育児支援に関する研究を進めているう
ちに「実際の福祉現場に即した解決策を知りたい」
と思い、公共政策専攻をマイナーにしました。マイナー
では「財政学」や「行政学」の授業を通じて、自治体
の経済的支援の仕組みを学ぶことができました。「社
会学」と「公共政策」の2領域を横断的に学んだことで、
自分の研究テーマをより深めることができました。

Voice
田部 百香
リベラルアーツ学群 4年
メジャー：社会学専攻プログラム
マイナー：公共政策専攻プログラム 
神奈川県 平塚学園高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

メジャー・マイナー

メジャー（主専攻）とマイナー（副専攻）を組み合わせる「メジャー・マイナー」。メジャー
に近接する分野のマイナーや異分野のマイナーを組み合わせることで「学び」の可能性が
広がります。メジャーとマイナーを組み合わせ、自分の「学び」を多方面に広げることがで
きます。また、マイナーを2つ選ぶことも可能です。

専門を軸に可能性を広げたい！

メジャー メジャー

ダブルメジャー

リベラルアーツ学群のみ 

マイナー

メジャー
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外国語教育

英語を使うことに重点を置いた独自の英語教育プログラムを提供しています。世界各国から集まったネイティブスピーカーやバイリンガルスピーカーの教員が授業を担当し、コミュニケーショ
ン能力を育成する英語カリキュラムを提供しています。リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの4技能がバランス良く上達することを目標とし、授業はすべて英語で進められ、
学生同士の会話も英語使用が基本ルールです。英語のコミュニケーションの基礎を学ぶ科目から、英語を使って興味のあるトピックについて学習する科目まで、各種の授業を用意。また、
CEFRを基に学生のレベルに合わせたカリキュラムや教材を選定しています。各自の興味やニーズに合ったクラスを履修し、英語スキルの向上をめざします。

Moodle

インターネット上で学生が
主体的に学ぶことを支援するための
eラーニングシステム
桜美林大学では、このシステムを使って教室の外でも英
語を学ぶ機会を提供しています。授業で使用した教材の
閲覧や課題の提出、小テストの受験なども可能です。また
教員が学生の学びの記録を共有・確認できるので、４年
間を通して細かな指導が可能となります。

いつでもどこでも英語学習を

レベル別 英語教育

1年次は集中的に英語を学習
４技能を用いて、英語を積極的に「使う」練習を行います。
１年次のうちに、国際化が進む社会に対応できる英語コ
ミュニケーション力の土台を築くことを目標としていま
す。そのために、大学入学前に行われる英語プレースメン
トテスト（CASEC）によって、大学での英語学習の適切な
スタートレベルを定めます。

英語力の基礎固め

 グローバルアウトリーチ（GO）プログラム
 （希望者）

海外での語学学習や生活体験、
ボランティア活動などを通し、
多様な世界を知ることを目的とした、
学群別の海外留学プログラム
グローバルアウトリーチ（GO）プログラムに参加し、海外
留学で身につけた英語力を継続して学べるように、参加
学生のためのカリキュラムが用意されています。
対象となる学群など、詳しくは→p.024

さらなる語学力向上と海外経験を積む

桜美林大学の英語教育とは

英語力アップをさらにサポート

英語プレースメントテスト （CASEC）とは

オンライン上で受験する英語能力試験
テスト結果は、TOEIC®やTOEFL®などのスコアに換算されるので、現状の英語能力の把握ができ、今後の英語学習のアドバイスが受けられます。

ライティング・サポート

英語力アップを
さらにサポート
ライティング•サポートセンター（町田キャンパス）、
グローバルラウンジ（新宿キャンパス）では、外国
語としての英語•日本語＊のライティング能力を
向上させたい学生をサポートします。チューター
との一対一のやりとりを通して、書く力を身につ
けます。レポート、プレゼンテーション原稿、学外
でのコミュニケーションに関するものなど、さま
ざまなものについてアドバイスを受けることが
できます。＊留学生対象

1年次全員必修＊の英語科目のクラス分けを、
CASECのスコアで行います。
【レベル1クラス】英語学習の基礎を身につける学生向け
【レベル2クラス】英語の使用に慣れている学生向け
【レベル3クラス】英語をコミュニケーションツールとして
 使用できる学生向け

CASEC 1回目［入学前］

1年次春学期に英語の基礎力を身につけた
うえで、さらに学び続けたい学生は、「英語
エレクティブ」カリキュラムに参加するこ
とができます。CASECのスコアによって
履修できる選択肢の幅が広がります。

CASEC 2回目［1年次秋学期］

＊グローバル・コミュニケーション学群は、語学技能科目を履修します。

※ELPは、English Language Programの略です。一部の学群でのみ実施しているプログラムです。

＊町田キャンパスでは全レベルの授業が開講されます。 

 英語エレクティブ  （希望者）

１年生から4年生まで、すべての学生に開講される英語選択科目
英語の基礎を身につけたうえで英語の4技能を伸ばしたり、英語を使って興味のあるトピックにつ
いて学習します。1年次秋学期のCASECスコアにより履修できる授業（初級・中級・上級・特設）が異
なります。「英語エレクティブ」を履修した学生のなかには、英検1級やTOEICⓇ800点以上を取得する
学生もいます。

より高い英語力を身につける

カンバセーションサークル

誰もが気軽に 「英会話」を
楽しめる場
カンバセーションサークル
には、英語のレベルに関係
なく誰でも参加できます。ネ
イティブスピーカーと繰り返
し会話の練習をすることで、
英会話力を向上させていき
ます。

ER

少し簡単な本をできる限り速く読む
「ER（Easy Reading）」を推奨
英語学習において大切な要素
である 「Reading」。よりたくさ
んの文章にふれることで高い
学習効果が期待できます。町
田キャンパスのFLSC(Foreign 
Language Study Center)には、
英語の本専用の図書室があり
ます。新宿キャンパスのグローバルラウンジでは、多数の英語
の書籍をそろえています。

Core-building 
リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング
スキルの上達をめざします。

Content-based 
文化・社会・言語などについて、国際的な視野で学習
することができます。英語を使って、新しいことを学
ぶことができるチャレンジングな授業が開講されて
います。

3タイプの授業を開講

Skills-focused 
コミュニケーションスキルやアカデミックライティ
ングを学習する授業、TOEIC®、 TOEFL®、IELTSTMな
どのテスト対策ができる授業がレベル別で開講され
ています。

CASECの結果から「英語エレクティブ」を履修した
り、さらに上をめざしTOEICⓇやTOEFLⓇのようなテ
ストを受験したりと、学習の幅が広がります。

＊ビジネスマネジメント学群は、2年次まで英語の必修科目を履修します。
＊グローバル・コミュニケーション学群は、語学技能科目を履修します。

CEFRに基づいたカリキュラム

※ ELP Level

3+
3
2
1

CEFR

B1/B2
B1
A1/A2
A1

CEFRとは
Common European Framework of Referenceの略で、「ヨーロッパ言語
共通参照枠」と訳します。多言語が飛び交うヨーロッパで、それぞれの
言語の語学力を共通して測る基準として20年以上研究を重ねて開発さ
れた、「語学力の世界指標」です。

CEFR

C1
B2
B1
A2
A1

英検

1級　
準1級　
2級　
準2級　
3級

TOEIC®
L&R 945～、S&W 360～

L&R 785～、S&W 310～

L&R 550～、S&W 240～

L&R 225～、S&W 160～

L&R 120～、S&W   80～

GTEC

1400-1350
1349-1190
1189-960
959-690
689-270

文部科学省 （平成30年3月）

＊新宿キャンパス
では、「ビジネスコ
ミュニケーション
英語」が開講され
ます。
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海外留学・研修

1週間から4週間海外へ留学します。約30種類のテーマ別プログラム
があり、例えば「語学研修プログラム」は、カナダ、ドイツなどの提携
機関で生きた外国語を集中的に学べます。「国際理解教育プログラム」
は、モンゴルやマレーシアで研修を行い、現地の文化や社会課題へ
の理解を目的としています。

短期プログラム

［対象学群］
全学群

［特長］
・ 1～ 4週間の短期間で留学できる
・ 約30種類のプログラムから選択できる一部、先修条件・

学群指定の場合あり（　　　）

留学期間は1学期間（約4か月）。海外での語学学習で語学力を向上
させるだけでなく、生活体験やコミュニティアウトリーチ（ボランティ
ア活動など）を通して多様な世界を知り、グローバルに活躍する力を
養います。その他にも学群独自の特長もあります。詳細については
各学群のページをご確認ください。

中期プログラム
GOプログラム
AHプログラム

GC留学プログラム

［グローバルアウトリーチ(GO)プログラム対象学群］
リベラルアーツ学群／ビジネスマネジメント学群／芸術文化学群
［エアライン・ホスピタリティコース（AH）プログラム対象学群］
ビジネスマネジメント学群アビエーションマネジメント学類
エアライン・ホスピタリティコース
［グローバル・コミュニケーション(GC)留学プログラム対象学群］
グローバル・コミュニケーション学群

［特長］
・ 約1学期間にわたり語学を修得
・ コミュニティアウトリーチ（ボランティア活動など）を通して、
　地域社会や人 へ々の理解を深めることができる （英語圏のみ） 

ダブルディグリー
プログラム

桜美林大学にて約2年半の学修を経たあと、留学します。留学期間の目安は約2年間です。両大学の定める基準を満たし、審査に合格することで、
両大学の学位を取得できます。

［対象学群］
リベラルアーツ学群
コミュニケーション学専攻プログラム

［特長］
・ サンフランシスコ州立大学へ留学
・ 桜美林大学とサンフランシスコ州立大学の双方の学位を取得

留学派遣の実績
桜美林大学の意欲的な取り組みが評価され、『大学

ランキング2019』（朝日新聞出版）で全国770大学中、

第7位とトップランクの順位を獲得しました。※

※ 16単位以上修得した人数がこのランキングでは評価されています。

  328人
短期プログラム参加学生

海外留学・研修参加学生合計

847人 28人
長期交換プログラム

参加学生

  
 491人
中期プログラム
参加学生

GOプログラム 229人
AHプログラム    30人
GC留学プログラム  232人

毎年、多くの学生が海外へ留学しています。
 （2019年2月現在）

桜美林大学は、独立行政法人大学改
革支援・学位授与機構による大学機
関別選択評価「選択評価事項C：教育
の国際化の状況」の審査を受け、「『国
際的な教育環境の構築』については一
般的な水準から卓越している、『外国人
学生の受入』については一般的な水準
から卓越している、また、『国内学生の
海外派遣』については一般的な水準か
ら卓越している」などとして高い評価を
受けています。

T h e  W o r l d  i s  Yo u r  C a m p u s !

 ［アジア］

  中国
 �佳木斯大学
 �華東師範大学（◆）
 �懐化学院
 �吉林華橋外国語学院
 �吉林大学珠海学院（◆）
 �広東外語外貿大学南国商学院
 �広東軽工職業技術学院
 �合肥学院
 �紹興文理学院（◆）
 �上海海洋大学
 �上海外国語大学（◆）
 �上海師範大学（◆）
 �上海第二工業大学
 �清華大学継続教育学院
 �青島理工大学
 �大連外国語大学（◆）
 �大連東軟信息学院
 �中国教育国際交流協会
 �中国教育部学位与研究生教育発展中心
 �中国西安電子科技大学
 �中国伝媒大学（◆）
 �長春工業大学
 �長春大学
 �陳経綸中学校（◆）
 �鄭州大学西亜斯国際学院（◆）
 �天津外国語大学（◆）
 �東北師範大学（◆）
 �同済大学（◆◆▲）
 �内蒙古大学
 �南京信息工程大学
 �復旦大学 新聞学院
 �福建師範大学（◆）
 �福建省教育国際交流協会
 �北華大学
 �北京外国語大学（◆●）
 �北京語言大学（◆）
 �北京師範大学（◆）
 �北京大学
 �北京第二外国語学院（◆）
 �遼寧師範大学（◆）
 �厦門理工学院（◆）
 �哈爾濱工業大学外国語学院
 �浙江工商大学（◆）
 �浙江大学（元杭州大学）

  中国（香港）
 �香港バプティスト大学（◆）
 �嶺南大学（◆）

  中国（マカオ）
 �マカオ大学（◆）

　        台湾
 �国立台南大学（◆）
 �高雄師範大学（◆）
 �静宜大学（◆）
 �淡江大学（◆）
 �東海大学（◆）
 �東呉大学（◆）
 �銘傳大学（◆）

  韓国
 �カトリック関東大学（◆●）
 �ソウル女子大学（◆●）
 �ナザレ大学
 �漢陽大学（◆）
 �韓国外国語大学（◆◆）
 �韓瑞大学（◆）
 �韓東大学（◆）
 �啓明大学（◆）
 �慶熙大学（◆）
 �済州大学（◆）
 �淑明女子大学（◆）
 �崇実大学（◆●）
 �世宗学堂
 �世宗大学（◆）
 �西江大学（◆）
 �大韓民国京畿道外国語教育研修院
 �中央大学校（◆）
 �明知大学（◆）
 �梨花女子大学

  モンゴル
 �Shine Mongol Secondary School
 �Soyol Erdem Institute （◆◆）

  インドネシア
 �Universitas Kristen Duta Wacana

  マレーシア
 �Universiti Sains Malaysia

  フィリピン
 �Ateneo de Manila University（◆◆）
 �Enderun Colleges（▲）

  タイ
 �Christian University of Thailand
 �Faculty of Commerce and
 �Accountancy, Chulalongkorn University
 �Payap University （◆）
 �SIAM University （◆）

  ベトナム
 �Can Tho University（◆）
 �Foreign Trade University（◆）
 �National Economics University
 �The University of Danang（◆）
 �Vietnam Japan University

  バングラデシュ
 �American International University
 �Bangladesh
 �BRAC University

  インド
 �Symbiosis University（◆）
 �University of Pune

 ［オセアニア］

  オーストラリア
 �Bond University （◆▲）
 �University of Technology, Sydney （◆）
 �University of the Sunshine Coast （◆）
 �University of Wollongong （◆●）

  ニュージーランド
 � Ara Institute of Canterbury（Christchurch 
Polytechnic Institute of Technology） （◆）
 �Ara Institute of Canterbury（▲）
 �Auckland University Technology（●）
 �Lincoln University（▲）
 �Nelson Marlborough Institute of
 �Technology（▲）
 �Whitireia Community Polytechnic（●）

 ［北米］

  カナダ
 �Thompson Rivers University （◆）
 �University of Manitoba （◆●）
 �University of Toronto（▲）
 �University of Victoria （●）
 �Vancouver Island University （◆●）

  アメリカ
 �Arizona State University（●▲）
 �California State University, Bakersfield（▲）
 �California State University, 
 �Monterey Bay （◆▲）
 �Centenary College
 �East-West Center
 �Educational Planning Inc.（◆）
 �Fairleigh Dickinson University
 �Georgia College & State University（◆）
 �Georgia Institute of Technology（●）
 �Hawaii Pacific University（◆）
 �Humboldt State University（●）
 �Japan-America Society of Georgia（◆）
 �Mercer University（●）
 �Northeastern University
 �Oberlin College（◆）
 �Oglethorpe University（◆）
 �Pacific University（◆●）
 �Rocky Mountain College
 �San Francisco State University（◆●）
 �School of Humanities and Sciences,
 �Stanford University
 �The University of Alabama
 �Towson University（◆）
 �UCLA Center for Research on
 �Evaluation, Standards, and Student
 �Testing (CRESST)
 �University of Arkansas- Fort Smith
 �University of Findlay
 �University of Hawai'i at Manoa（▲）
 �University of Kansas（◆）
 �University of Maryland, Baltimore
 �County（●）
 �University of Memphis（◆●●）
 �University of Mississippi
 �University of Missouri-St. Louis（◆）

◆長期留学／◆短期留学／●リベラルアーツ学群GOプログラム／●ビジネスマネジメント学群GOプログラム／
●芸術文化学群GOプログラム／▲AHプログラム／▲グローバル・コミュニケーション学群留学［提携機関一覧］

 �State University of New York, Albany（●）
 �University of North Carolina, 
 �Charlotte（◆●）
 �University of Tennessee at
 �Chattanooga（◆●●）
 �University of Texas at Austin（◆）
 �University of Virginia
 �Valdosta State University（◆●）
 �Webster University（◆）
 �Wells College
 �Western Carolina University
 �Western Washington University（◆）
 �Whittier College（◆）

 ［南米］

  ブラジル
 �Universidade Estadual de Ponta Grossa
 �Universidade de Sao Paulo（◆）

  チリ
 �Univerdidad Andres Bello

  メキシコ
 �CETYS University

  ジョージア
 �Caucasus University

  チェコ
 �Silesian University in Opava,
 �School of Business Administration
 �in Karvina（◆）
 �University of Finance and
 �Administration

 ［欧州］

  フィンランド
 �University of Eastern Finland（◆）

  アイスランド
 �University of Iceland

  ノルウェー
 �University of Oslo（◆）

  イギリス
 �Bath Spa University
 �Chichester College（▲）
 �Guildford College（●）
 �Kingston University
 �LSI Portsmouth（▲）
 �Oxford Brookes University（◆）
 �Sussex Downs College
 �University of Kent, Canterbury
 �University of Reading（●）

  イタリア
 �The University for Foreigners of Siena（◆）

   スペイン
 �Universidad de Alcala（◆）
 �Universidad San Jorge（◆）

  オーストリア
 �MCI Management Center Innsbruck
 �University of Applied Sciences Upper
 �Austria（◆）

  フランス
 �Institut Catholique de paris（◆）
 �Jean-Frederic Oberlin Museum
 �Universite Catholique de Lyon（◆）   

   ドイツ
 �Frankfurt University of Applied
 �Sciences （◆）
 �Ludwig Maximilians-Universitat
 �Munchen（◆）

  オランダ
 � Rotterdam Business School（◆）

 ［中東・アフリカ］

  トルコ
 �Akdeniz University（◆）

  エジプト
 �Cairo University, Faculty of Arts（◆）

長期交換
プログラム

１学年間または１学期間留学し、英語または現地公用語で、現地
の学生と一緒に学部授業を受講します。アジア、オセアニア、北米、
南米、欧州、中東、アフリカの多数のエリアに提携校があり、留学
先の選択肢が豊富。一部提携校では、語学を中心に学ぶことも可
能です。

［対象学群］
全学群

［特長］
・ 語学力に応じてアジア、オセアニア、北米、
   南米、欧州、中東、アフリカ、
   約  80の提携機関から留学先を選択できる
・ 英語または現地公用語で学部授業を受講
・ 1学年間または1学期間留学

全国
ランキング

7位!
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短期プログラム

一見、華やかに見える海外のホテル・ブライダル業界。その裏側には経営陣の地道な

努力と、従業員の方の丁寧な気配りがありました。本研修では、まずは世界屈指の一流

ホテルであるウェスティンホテルでセミナーを受講。ブランドの理念やビジネス施策を

学び、その緻密に計算された経営戦略に驚きました。また、もうひとつの研修先である

ホテルでは、ベッドメイキングなどの業務を体験。現場で働くホテルマンの丁寧な仕事

を間近で見たことで、自分が将来ホテル業界で働くイメージができました。

異文化に身を投じることで、まだ知らないアートの世界が見えてくるかもしれない。そ

んな期待を胸に、短期プログラムを利用して二度、ロンドンへ行ってきました。街並み

がきれいで、そこにいるだけで感性が磨かれていくようでした。滞在期間のうち、5日

間がアートの実習。印象深いのは、コラージュアートの授業でした。発想力を頼りに、

雑誌の切れ端を切り貼りして、作品を仕上げていきます。最後は、現地の学生の前で作

品を解説。緊張しましたが、自分の作品と向き合ういい機会になりました。

アメリカやオーストラリアへの留学経験があったので、少し趣向が異なるモンゴル

へ留学してきました。「モンゴル環境研修」は、モンゴルの環境問題について現地視

察を行いながら、文化も体験します。私は、大気汚染について調査しました。自然の

多いモンゴルですが、大気汚染はかなり深刻です。ゲル（移動式住居）に泊めてくれ

た親切な遊牧民の生活を考えると、他人事には思えませんでした。解決に向けて、ま

ずは身近な人たちに、モンゴルの抱える課題を伝えていきたいです。

世界の一流ホテルの「おもてなし」を体験

ロンドンの街並みに感性を磨かれる

モンゴルで大気汚染問題を考える

［  Interview 01  ］

［  Interview 02 ］

［  Interview 03  ］

髙見澤 茗子
芸術文化学群4年
造形デザイン専修（現：ビジュアル・アーツ専修）
長野県 岩村田高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

登川 智也子
ビジネスマネジメント学群 2019年3月卒業
ビジネスマネジメント学類 
観光・ホスピタリティ・
エンターテイメントビジネスプログラム 
沖縄県立首里高等学校出身
AO入学者選抜

岩田 優佑
グローバル・コミュニケーション学群2年
英語特別専修
神奈川県 関東学院六浦高等学校出身
AO入学者選抜

参加プログラム：海外ビジネス研修（ホテル・ブライダル産業）

参加プログラム：ロンドン芸術大学 アート＆デザイン短期研修

参加プログラム：モンゴル環境研修

時　期 : 
期　間 ： 
渡航先 : 

3年次春休み
5日間
グアム

中期プログラム ［グローバルアウトリーチ（GO）プログラム］　

まだ見たことのない、海外の景色や文化にふれてみたい‒‒‒。そんな

想いで、1年次秋学期にカナダ留学に挑戦しました。留学先の大学で

は主に語学のクラスを履修。世界中から集まる学生たちとのグループ

ワークを通じて、それぞれの国の宗教観や生活文化の違いを学ぶこ

とができました。最初は授業についていくだけで精一杯でしたが、1

か月も経つと先生の雑談も理解できるように。ますます授業に参加す

るのが楽しくなりました。また、滞在先のホストファミリーにも温かく

サポートしてもらいました。夕食時には毎回、ホストマザーにその日の

出来事を報告。日々のやりとりを通じて日常会話も上達しました。最

終日にはホストファミリーや現地の友人に「また遊びに来てね」と涙

ながらに見送ってもらい、忘れられない留学体験になりました。

GOプログラムの期間中は、英語とビジネスを学ぶ日 。々忙しい毎日で

したが、企業訪問はとても楽しみな時間。訪問先は、デルタ航空やコ

カ・コーラ社など名だたるグローバル企業ばかり。現場の声を聞ける

貴重な体験です。プログラムの最終課題は、架空の企業のビジネス

プランをシミュレーションするというもの。プランは、英語でプレゼン

テーションする必要があり、図書館に泊まり込んで資料制作を行いま

した。その甲斐あって、プレゼンの評判は上 。々自信にもつながりまし

た。あとにも先にもこれほど大変で達成感のある時間はないと思え

るくらい充実した時間を過ごせました。ビジネスにおいて、具体的な

目標を持っている人ほど、レベルアップ間違いなしのプログラムです。

現地の人々と心を通わせ、
忘れられない留学体験に

自信につながった
英語でのプレゼンテーション

［  Interview 04  ］

［  Interview 05 ］

林 古都乃
リベラルアーツ学群3年
国際協力専攻プログラム 
福島県立福島東高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

押田 香織
ビジネスマネジメント学群4年
ビジネスマネジメント学類
観光・ホスピタリティ・
エンターテイメントビジネスプログラム
千葉県 西武台千葉高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

海外留学・研修レポート

時　期 : 
期　間 ： 
渡航先 : 

2年次夏休み
10日間
ロンドン

時　期 : 
期　間 ： 
渡航先 : 

1年次夏休み
2週間
モンゴル

時　期 : 
期　間 ： 
渡航先 : 

1年次秋学期
4か月間
カナダ

時　期 : 
期　間 ： 
渡航先 : 

2年次秋学期
4か月間
アメリカ
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長期交換プログラム

タイ・チェンマイで過ごした10か月間。長期にわたって現地で生活した

ことで、タイという国の魅力を存分に味わうことができました。留学先

の大学では、主にタイと周辺のアジア諸国の経済事情について英語で

学びます。東南アジアの経済圏においてタイが大きな影響力を持つよ

うになった経緯を知ったことで、日本の経済史についても客観的な視

点から考えられるようになりました。また、留学中にタイ語の勉強にも

取り組み、現地の人たちの言葉も少しずつ聞き取れるように。タイ人の

友人とコミュニケーションを重ねるなかで、海外では英語力も大切です

が、それ以上に現地の言葉を覚えることが距離を縮める近道なのだと

気づきました。今後も積極的に海外に足を運び、まだ見たことのない文

化をどんどん吸収したいです。

「なぜ人は宗教の違いで争うのか」。高校生のころ、そんな疑問が頭をよ

ぎりました。以来、国際関係学に関心を持ち、特に中東問題に傾倒して

いきます。私が長期交換プログラムに参加したのは、国際関係の理解を

深めたかったから。中東問題と深く関わるアメリカは、うってつけの環

境でした。ディスカッションをしても人種や国籍、性別、年齢によって国

際関係の認識はさまざま。ジェンダーや白人至上主義など多くの要素

が国際関係に影響を与えていたことを知りました。思いもよらない意見

の数々に、いかに自分の考えが凝り固まっていたのかを痛感しました。

自習でのインプット、授業でのアウトプットを繰り返した10か月間。確実

に私の糧になっています。

異文化理解の近道は
現地の言葉を学ぶこと

アメリカで垣間見た
国際関係の本質とは

［  Interview 06  ］

［  Interview 07 ］

岩井 元
グローバル・コミュニケーション学群4年
英語特別専修
島根県立隠岐島前高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

末次 カオル
リベラルアーツ学群2019年3月卒業
国際関係専攻プログラム
神奈川県立湘南高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

国際交流サポート

日帰りの「はじめまして遠足」（春学期）と、山中湖での１
泊２日の「インターナショナルキャンプ」（秋学期）を開
催。自然に囲まれた環境のなかで、いろいろなゲームや
アクティビティを楽しみます。海外からの留学生を含め
た、学生同士の親睦を深める、楽しいイベントです。

［はじめまして遠足／インターナショナルキャンプ］

「学内での国際交流を活発にしたい」と、学生主導により
結成された国際交流課公認の学生団体です。海外から
の留学生とともに出かける「はじめまして遠足」や「イン
ターナショナルキャンプ」、バディプログラムの運営に
携わるほか、独自のイベントを企画・実施しています。

［グローバルサポーターズ］

留学生対象の日本語授業にボランティアとして参加
し、ともに活動や学習を行う制度です。会話やディス
カッションへの参加、発表へのコメントなどを通し、
日本語学習をサポートしつつともに学びます。

［日本語クラスゲスト］

ネイティブスピーカーの英語教員と会話を楽しむこ
とができる、参加自由のサークルです。町田キャンパ
スでは昼休みに開催しています。参加にあたり特にレ
ベルは問われません。ランチ持参での参加もＯＫです。

［カンバセーションサークル］

来日直後の留学生をサポートするプログラム。さま
ざまな不安をやわらげ、日本での生活や大学での学
習にスムーズに順応することができるよう支援する
もので、毎年多くの学生が参加しています。

［バディプログラム］

桜美林大学には淵野辺駅前に２つの国際寮があり、世界
各国から集まった留学生と日本人学生が共同生活を送っ
ています。季節の行事や運動会、外国人留学生による語学
講座など、さまざまなイベントが開催されており、日常生
活を送るなかで国際感覚が養われる環境になっています。

［国際寮］

外国人教員 

139人!
（2018年５月1日現在）

受入留学生
23か国・地域

740人!
（2018年５月1日現在）

［留学のサポート］

桜美林大学の留学プログラムでは、渡航前に事前学習や授業を行
います。はじめて海外に行く人も多いため、海外留学に必要な知識
を養うことや、各プログラムの目標を現地で達成できるような準備
を行うことが目的です。帰国後には、事後学習などで留学体験を
振り返り、留学した意義を認識。将来のキャリア形成につなげます。

留学前後のサポート 留学費用のサポート
一部の留学プログラムに参加する学生は、各種奨励金制度を利用することが可能です。公的な制度のほか、
桜美林大学独自の奨励金制度もあります。参加するプログラムに応じて、給付条件は異なります。
詳細は→p.093。

渡航のために必要な書類の手続き、海外生活に必要
な危機管理、健康管理、異文化対応、ストレスやカル
チャーショックへの対処法、専門分野など。

事前学習

留学を振り返るプレゼンテーション、学習の成果を測る
語学テスト、今後の学習計画の立案など。事後学習

英語をはじめとする外国語で、対話や交渉ができる国際人
の育成を目標に設置されたのが「国際センター国際交流課」
です。経験豊富なスタッフが、学生一人ひとりの話をじっくり
聞きながら、目的に合ったプログラムを紹介しています。定期
的に実施される「国際交流・留学フェア」では、留学を経験
した先輩の話を聞く機会もあります。留学や国際交流に興味を持ったら、まずは気軽に訪ねてみてください。

国際センター国際交流課

時　 期 : 
期　 間 ： 
渡 航 先 : 
留学先大学  : 

2年次秋学期～ 3年次春学期
10か月間
タイ
Payap University

海外留学・研修レポート

時　 期 : 
期　 間 ： 
渡 航 先 : 
留学先大学  : 

3年次秋学期～ 4年次春学期
10か月間
アメリカ
Webster University
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サービスラーニングとは
地域での社会貢献活動（サービス）と学修活動（ラーニング）の
実践を融合させた「学び」です。サービスラーニングでは、授業
で学んだ知識や理論を活用し地域社会で社会貢献活動を行い
ます。学生は、サービスラーニングでの学びによって、各分野の
知識を深め、問題発見・解決能力のほか、コミュニケーション能
力、協調性、リーダーシップを身につけ、人のためにどう役立て
るのかを考えます。まさに、桜美林大学の建学の精神でもある
「学

がく

而
じ

事
じ

人
じん

」（学んだことを人や社会のために役立てる）を実践
する学びとなっています。

サービスラーニング プログラム一例

基盤教育 サービスラーニング科目
①地域社会参加プログラム
子どもと教育／災害支援とボランティア／多文化共生
／地球にやさしい食と農／わたしたちに身近な貧困／
多文化学生による協働学習／地域に根ざした福祉／性
別で差別しない社会／沖縄学入門／サービスラーニン
グ自由課題／Social Problems of Japan （英語による）

②国際理解教育プログラム
モンゴル環境研修／マレーシア・子どもの家・ボラン
ティア研修／カンボジア・ストリートチルドレン・ボラン
ティア研修／アメリカボランティア研修／アメリカ福祉
研修／アメリカ幼児教育研修／スポーツと国際協力

例えば、授業で貧困問題を取りあげたとします。しかし、学生の多くは貧困を体験したことがない。教科書を読んだだけでは、他人

事で終わってしまうでしょう。それでは、ホームレスの人たちと交流してみるとどうでしょうか。言葉を交わし、同じ時間を共有して

みる。すると、彼らが一人の人間であり、貧困が自分を含めた社会全体の問題であることに気づくはずです。そして、問題を解決す

るためにより多くを学び、経験を積もうとする。今ある立場を活かし、切磋琢磨するのです。サービスラーニングで人生観が変わる

と言っても、過言ではありません。これが本当の学びなのです。牧田 東一
サービスラーニングセンター長

サービスラーニングの目的は、学内の学修と
学外の活動を連動させ、より深い学びを得ること。

［  ］

社会正義

春川 萌子
リベラルアーツ学群4年
国際協力専攻プログラム
神奈川県立有馬高等学校出身
公募制推薦入学者選抜

梶原 裕美子
グローバル・コミュニケーション学群４年
英語特別専修
山梨県立日川高等学校出身
一般入学者選抜

２年次の春休み「国際協力フィールドワーク」でインドへ行ってきました。この授業の狙いは、開発途上

国を訪れ、現地の貧困問題や教育問題、差別などを直接見聞きして学修すること。日本人の母とアメリカ

人の父との間に生まれ、アメリカで幼少時代を過ごした私は、多様性を身近に感じられる環境で育って

きたつもりでした。しかし、それは先進国での話です。さまざまな問題にあえぐインドにはどんな多様性

が根づいているのか、とても興味がありました。フィールドワークの事前学習では、インドの政治、宗教、

女性問題などを学びました。フィールドワークでは、農村集落の児童養護施設に１週間滞在。住居の生活

設備を調査したり、子どもたちと遊んだり、ときには学校の建設を手伝うこともありました。私たちの

まわりを無邪気に走りぬけていく子どもたちですが、貧困や食糧難と

常に隣合わせの状況です。物資を与えればすぐに解決する、という簡

単な話ではないのだと実感しました。サービスラーニングは、現地を

知ってからが重要。何が問題なのか、解決のために何ができるのか、時

間をかけて向き合っていきたいです。

サービスラーニングを学ぶきっかけは、２年次春学期に履修した「わたしたちに身近な貧困」という科

目。ホームレスの医療相談に応じる団体の活動に月１回ほど参加していました。参加を重ねるうちに、

ホームレスの方たちとも打ち解け、相談会は私にとっても落ち着ける場所に。GC留学プログラムでア

メリカへ行った際は、フードバンクのサービスラーニングを体験。食料の寄付を求める生活困窮者はと

ても多く、アメリカが抱える貧困問題の深刻さを目の当たりにしました。それらの体験を踏まえて、ボラ

ンティア活動とは社会と通じる機会なのだと気づきました。同じ社会で生きる人間同士、支え合うのに

特別な理由は必要ない。それ以来、ボランティア活動への気構えも解消されました。現在は「災害支援と

ボランティア」を履修。復興現場で必要とされるボランティア活動を

模索しています。

現地研修の先にあるものを見すえて

人と社会をつなぐボランティア活動

［  Interview 01  ］

［  Interview 02 ］  ］

サービスラーニングセンターでは、「人や社会のために何かしたい」という自発的な気持ちをサポートし
ています。災害支援活動や大学周辺の福祉施設など、国内外のさまざまなボランティア情報を発信して
います。

サービスラーニングセンター

サービスラーニング

講義
／グループワーク

振り返り／シェアリ
ング

学
がく

而
じ

事
じ

人
じん

学んだことを
人や社会のために役立てる

●学術的知識
●主体性

●思いやり

地域社会
への貢献

教室での
学び
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「リベラルアーツ」と「プロフェッショナルアーツ」。

桜美林大学では自由にいろいろなことを学びながら自分の道を見出していく「リベラルアーツ」と、自分の夢や目標に向かって専門的なことを学ん

でいく「プロフェッショナルアーツ」という2つの「学び」に取り組むことができます。そして、これらを学ぶ学生たちが、互いに刺激し合えるようにま

た柔軟に学べるようにするために、「学群制」を導入しました。日本の私立大学としてははじめての取り組みです。

Professional
ART S
［プロフェッショナルアーツ］
桜美林大学には、特定の専門分野で活躍できる人材を
養成するプロフェッショナルアーツ系の学群が4つあり
ます。これらの学群では、入学後から自分の夢や目標に
つながる知識と技能を修得していきます。

［桜美林大学大学院］
国際学研究科／経営学研究科／言語教育研究科／心理学研究科／大学アドミニス
トレーション研究科（通学課程）／大学アドミニストレーション研究科（通信教育課程）
／老年学研究科

［桜美林大学孔子学院］
孔子学院は、中国政府が中国語教育の国際化推進と中国文化紹介のために立ちあ
げた国家プロジェクトの教育機関です。

[桜美林大学日本言語文化学院（留学生別科）]
桜美林大学日本言語文化学院は、日本での留学を希望する外国人留学生のための
日本語の予備教育機関です。

［リベラルアーツ］
桜美林大学には、社会で活躍するために知っておくべき
多角的な視点と、幅広く高度な知識を身につけられるリ
ベラルアーツ学群があります。自分の専攻を決めるのは入
学してからとなります。入学後、専門的に勉強したい分野
をじっくり考えることが可能です。

L IBERAL AR T S 1  
リベラルアーツ学群 
人文科学、社会科学、自然科学、学際・統合科学など幅広い学問領域の基礎教養を身につけ、入学
後自分が選んだ専門分野の学びを深めていきます。33の専攻プログラムと750を超える授業科
目のなかから、自分の興味や関心に合わせて自分だけの「学び」をプログラムできます。

C O L L E G E  O F  A R T S  A N D  S C I E N C E S

2
グローバル・コミュニケーション学群
まずは国際社会で活躍するために必要な「語学」を学びます。その後は学んだ語学を日常的に使
いながら、国際的な視野を身につけるために「留学」を経験します。留学から帰国した後には、「グ
ローバル・スタディーズ」科目やグループプロジェクトなどを通じて、留学生と交流を持ちなが
らリーダーシップを養っていきます。

COLLEGE OF GLOBAL COMMUNICATION 

3
ビジネスマネジメント学群
観光、航空、流通、ITなどさまざまな分野で活躍できるように語学力、情報処理能力、経営の知識
やノウハウを身につけます。さらにビジネス界で活躍する企業人を講師に招いた授業や海外・国
内企業研修を利用して、社会で求められる実践力を磨くこともできます。

C O L L E G E  O F  B U S I N E S S  M A N AG E M E N T

4
健康福祉学群
福祉をはじめ、健康やメンタルサポートを含めた総合的な福祉教育を行います。人間のライフデ
ザインを総合的に考える力を養うため、児童福祉から老年福祉まで総合的に学び、健康・スポー
ツ科学を実践できる技術を身につけます。国家資格取得も力強くサポートします。

C O L L E G E  O F  H E A LT H  A N D  W E L FA R E

5
芸術文化学群
芸術を理論と実技の双方から学びます。社会の第一線で活躍する教員の授業により、プロフェッ
ショナルな現場にふれながら研究・創作活動に取り組みます。各分野の専門家の養成だけではな
く、市民参加型の芸術活動も展開し、自分と社会の関わりを見つけることもできます。

COLLEGE OF PERFORMING AND VISUAL ARTS

各学群のカリキュラムの詳細については、
桜美林大学ホームページをご覧ください ▼ ▼

ht tps: / /www.obir in .ac. jp /

2 つのアーツと学群制 英語学・英文学専攻プログラム
中国言語文化専攻プログラム
日本語日本文学専攻プログラム
日本語教育専攻プログラム
言語学専攻プログラム
コミュニケーション学専攻プログラム
現代・世界文学専攻プログラム
キリスト教学専攻プログラム
宗教学専攻プログラム
哲学専攻プログラム
倫理学専攻プログラム
文化人類学専攻プログラム
歴史学専攻プログラム
アメリカ地域研究専攻プログラム
アジア地域研究専攻プログラム
日本地域研究専攻プログラム
国際関係専攻プログラム

01
 
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

国際協力専攻プログラム
社会学専攻プログラム
国際経済専攻プログラム
ビジネスエコノミクス専攻プログラム
公共政策専攻プログラム
メディア（ジャーナリズム）専攻プログラム
博物館学専攻プログラム
心理学専攻プログラム
教育学（教職教育）専攻プログラム
数学専攻プログラム
物理学専攻プログラム
化学専攻プログラム
生物学専攻プログラム
地球科学専攻プログラム
情報科学専攻プログラム
環境学専攻プログラム

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

リベラルアーツ学群 

英語特別専修
中国語特別専修
日本語特別専修
グローバル教養専修

01
 
02

03

04

グローバル・コミュニケーション学群

社会福祉専修
精神保健福祉専修
健康科学専修
保育専修

01
 
02

03

04

健康福祉学群

演劇・ダンス専修
音楽専修
ビジュアル・アーツ専修

01
 
02

03

芸術文化学群

エアライン・ビジネスコース
エアライン・ホスピタリティコース
フライト・オペレーション（パイロット養成）コース

01
 
02

03

アビエーションマネジメント学類
ビジネスプログラム
マネジメントプログラム

01

02

ビジネスマネジメント学類

ビジネスマネジメント学群

航空・マネジメント学群
2020年4月開設予定

予定通り開設した場合、ビジネスマネジメント学
群のフライト・オペレーション（パイロット養成）
コースは、本学群に移行します。
本学群では、「パイロット」「航空管制」「整備管理」
「空港マネジメント」の４つのフィールドを教育
の柱に学びを展開します。

学群設置届出および収容定員増認可申請中。上記の内容は
予定であり、変更になる可能性があります。（2019年4月現在）　
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ガリガリに痩せたモデルが憧れの的だったのは、もう過去の話。最近

では、ジムに通って健康的な体づくりに取り組むモデルが注目を集めて

います。そこで私は、過去10年の女性ファッション誌の表紙やコピー

を分析。変容しつつある「キレイ」の価値観を、データによって裏づけ

ようとしています。この研究を通じて、世の中の女性が自分らしく生き

ていくための手助けがしたいです。

変容しつつある「キレイ」の価値観を研究私が変われば、世界が変わる。

で変わる私。

吉川 莉乃
リベラルアーツ学群 社会学専攻プログラム4年
屋久島おおぞら高等学校 出身
公募制推薦入学者選抜

College of Arts and Sciences

リベラルアーツ学群 多様化、複雑化する現代社会では、「ひとつ
の知」を学ぶだけでは解決できない問題が多
く存在します。こういった問題を解決するた
め、リベラルアーツ学群では、人文科学、社
会科学、自然科学を横断する「知」を学び、
多角的な視野と、柔軟な思考力を養います。

この学群がめざすこと

リベラルアーツ学群には、33の専攻プログラムがあ
ります。社会が求めているのは、複雑な問題を幅広
い視野で考察し、解決できる人材。複数の専攻プロ
グラムを選択して幅広い専門性を身につけられるシス
テムを採用し、学生のみなさんの可能性を広げます。

専攻プログラムの選択は2年次秋学期に行います。
入学後に専門を選ぶ「レイトスペシャリゼーション」と
いうシステムによって、自分が「何を学びたいのか、
何を学ぶ必要があるのか」をじっくり考えることができ
るのも、この学群の大きな特色です。

幅広い「学び」と高い専門性とともに、これからの人
材に求められる幅広い視野、考察力、問題解決能力
をより多くの人々、社会に活かすための「国際性」を
修得するプログラムや学びの環境があります。

複数の専門性を身につける、
だからこそ広がる可能性が 
あります。

興味・関心や課題意識に基づき、
2年次秋学期に専攻プログラムを
選択します。

学んだ力を世界で活かすために。
国際的人材としての力を 
高めます。

学びのPOINT

7 つの分野 33 の専攻プログラム

リベラルアーツを学ぶ理由

「メジャー・マイナー制度」を利用し、複眼的な学びができる。それがこの学群の最大の特色です。一般的な学部・学科で身につく専門性はひとつですが、 
柱となるメジャーを中心に33の専攻の科目を自由に学修することで「リベラルアーツ的視点」を体得します。

社会のあらゆる問題にさまざまな角度から立ち向かうことができる。それがリベラルアーツの「学び」です。
複雑化する現代社会が抱える問題
深刻な国際問題や大規模な環境問題などに限らず、現代社会が抱える問題は
複雑化しています。日常生活のなかで起きる身近な問題も実は、さまざまな要因
が絡み合っていることが少なくありません。ひとつの分野の専門知識では解決が
難しいのが現代社会の問題の特徴と言えるかもしれません。例えば宗教や文化、
価値観の異なる人と人の利害が衝突している、ある分野の専門家だけでは解決
できず、異分野の知恵や技術を投入する必要がある……。こういった場面では、
直面する問題にさまざまな角度からアプローチができる「知」が求められるのです。

必要とされるのはリベラルアーツの力
例えば開発予定地に1本の古木が立っているとします。周囲の人々がその古木
にどんな価値を見出してきたのか人文科学的な考察が必要でしょう。古木を残す
のか伐採するのか、経済的な得失について社会科学的な検討が不可欠です。さ
らに、古木の伐採が生態系に与える影響や人々に愛された古木の移植などの知
恵は自然科学の分野から提案されるものになるはずです。このように、さまざまな
専門分野の知恵を総合的に学ぶことができるのがリベラルアーツ。ある問題につ
いて総合的に考え、新しい発想を導き出す、リベラルアーツの力を備えた人材こ
そが求められているのです。

01 英語学・英文学
02 中国言語文化
03 日本語日本文学
04 日本語教育
05 言語学
06 コミュニケーション学
07 現代・世界文学

08 キリスト教学
09 宗教学
10 哲学
11 倫理学
12 文化人類学
13 歴史学

14 アメリカ地域研究
15 アジア地域研究
16 日本地域研究

17 国際関係
18 国際協力
19 社会学
20 国際経済
21 ビジネスエコノミクス
22 公共政策
23 メディア（ジャーナリズム）
24 博物館学

25 心理学
26 教育学（教職教育）

27 数学
28 物理学
29 化学
30 生物学
31 地球科学

32 情報科学
33 環境学

1

言語・文学

2

人文科学

3

地域研究

4

社会科学

5

心理・教育

6

数学・理科

7

情報・環境

桜美林大学 LA

学群についての
情報をcheck!

33の専攻プログラムの中から自分だけの学びができる
リベラルアーツ学群。一体どんな学群？そもそもリベラ
ルアーツとは？あなたの疑問を動画で解決。桜美林大
学受験生サイト「桜美林チャンネル（http://admissions.
obirin.ac.jp/about/channel/）」をチェック。

3分でわかるリベラルアーツ学群Topics
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英語学・英文学
専攻プログラム

中国言語文化
専攻プログラム

大城 すみれ
リベラルアーツ学群4年
沖縄県立コザ高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

英語は世界共通語としての地位を確立しています。この専攻
プログラムでは、英語力を高めていくと同時に、英語という
言語の特徴、英語圏の文化や歴史、文学を学び、異文化を
理解する心と人間に対する豊かな洞察力を持ち、広く社会で
活躍できる人材を育成していきます。

世界有数の経済大国に発展した中国は、古代から日本と密
接な関係を築いてきた国です。そんな中国を、言語や文学、
思想、芸術、歴史、社会など、多角的な側面から研究します。
日本や欧米とは異なる価値観と接することで、複眼的な視点
を身につけることができます。

私の研究テーマは、「日本とイギリスの子ども番組の比較」。両国の子ども番組の
内容を分析することで、教育スタイルやコミュニケーション方法の差異を明らか
にしようとしています。調査を進めているうちに、番組のナレーションを最小限
に抑えている日本に対し、多民族国家のイギリスでは対話的なナレーションを
多用し、「言葉」によるコミュニケーションを重視していることがわかりました。
言語から、その国の文化や社会背景が見えてくる。そんな学びが、この専攻の魅
力です。
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リベラルアーツ学群1・2年生向けの留学プログラムです。大学生活の早
い時期に留学することで、留学後の学びを飛躍させることができます。

 語学学習とコミュニティアウトリーチ 
現地では、ホームステイや寮生活をしながら、諸外国からの留学生とともに語学の授業
を履修し、同時に地域や大学内の奉仕活動（コミュニティアウトリーチ）に従事します。

 留学先は7か国19校（2018年度実績） 
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、中国、韓国の約20校か
ら留学先を選びます。中国では中国語、韓国ではコリア語の語学学習を行います。

 語学習熟度初級者も参加できる1年次からの留学 
1年次秋学期、2年次春学期に留学できます。語学習熟度初級者でも参加できます。

 留学後の学びとリンク 
語学力向上はもちろんですが、異文化にふれ、世界を知ることで、自己を見つめ、留
学後に取り組む課題も見えてきます。事後学習では、留学経験を大学の学びと結び
つけます。

 事前学習・事後学習などサポート体制も充実 
1学期間にわたる事前学習を経て出発し、帰国後の事後学習では研究テーマに取り
組みます。すでに2,000人以上が参加しており、留学経験のある先輩のサポートも充実

しています。

グローバルアウトリーチ（GO）プログラム

4 年間の流れ

基礎教育科目

コア科目

外国語科目

学問基礎

桜美林大学の教育の基礎となる「キリスト教入門」、日本語・英語によるコミュニケーション能力の修得、基礎的な情
報スキルを身につける「コンピュータリテラシー」で構成されています。学生として学ぶ力とともに、社会人基礎力の源に
もなります。

計18言語を学ぶことができます。例えば、英語だけを深く学ぶことも、第2外国語・第3外国語を加えて学ぶこともで
きます。実践的なコミュニケーション能力の修得を重視して、文化や慣習についての理解も深めます。
※18言語には、日本語を母語としない学生（留学生など）向けの「日本語」を含みます。

大学で何を学ぶのかを決める前に、「どんな学問があって、何のために何を学ぶのか」を学ぶのが「学問基礎」です。「学
問基礎」は「人間理解」「社会理解」「自然理解」の３ジャンル。約90の科目を設置するほか、市民活動などを実体験
する「地域社会参加」、海外でボランティア活動に参加する「国際理解教育」などの実践科目群も配置しています。

1年次 2年次 3年次 4年次

専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム
選
択

● 専攻プログラム説明会

● リベラルアーツセミナー

基
礎
教
育
科
目

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
研
究

留
　
学

● コア科目
● 外国語科目
● 学問基礎

● GOプログラム
1年次秋学期または2年次春学期

●  短期留学プログラム　長期交換プログラム
　 海外留学▶▶▶p.024

メジャープログラムだけでなく、
マイナープログラムも取得

資格取得にもチャレンジ

● 卒業論文

● 卒業研究

● 専攻演習Ⅰ（ゼミ）

● 専攻演習Ⅱ（ゼミ）

リベラルアーツの「学び方」を理解し、
基礎となる知識を身につけよう！

選択した専攻プログラムの専門性を高めながら
複数の学問にふれ、自分の可能性を広げよう！

中国文化概論
55の少数民族と漢民族で形成されている中国、そして11
の原住民がいる台湾。それぞれの少数民族の社会と文化
から、中国大陸の自然環境の多様性がどのようにその歴
史や文化に結びついていくのかを多面的に学んでいきま
す。婚姻の儀式や、シャーマニズム、民族独自の音楽や
社会組織など、さまざまな民族に焦点を当て、フィールドワー
クの映像や実際の工芸品などを通して彼らの生活を読み
解き、理解を深めていきます。

授業PICK UP

Topics
2,000人

これまでの
参加者

以上

7か国
19校

留学先
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宗教学
専攻プログラム

言語学
専攻プログラム

哲学
専攻プログラム

コミュニケーション学
専攻プログラム

現代・世界文学
専攻プログラム

キリスト教学
専攻プログラム

上城 新之介

深谷 恵太

堀 花織

山﨑 万里奈

関 芽吹

今井 克明

リベラルアーツ学群4年
東京都立府中西高等学校出身
一般入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
埼玉県 東野高等学校出身
一般入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立神奈川総合産業高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立新羽高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群 2019年3月卒業
新潟県立長岡高等学校出身
一般入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
東京都 広尾学園高等学校出身
一般入学者選抜

私たちの生活のなかに溶け込んでいる「宗教」を紐解き、日
本の宗教思想、世界の宗教現象、宗教が社会に与える影響
などを考えます。多文化・多宗教を理解する力とともに、自
分なりの人生観、世界観を養うことをめざします。

ヒトの進化とともに言語はどのように発達したのか、社会の
変化が言語に与える影響とは。私たちの生活に身近な「こと
ば」について考える専攻プログラムです。話しことばと書きこ
とばの違い、少数民族の言語、国家と言語の関係など、研
究の対象は多岐にわたります。

古代ギリシアから現代に至るまでの哲学的問題だけでなく、
現代社会特有の諸問題に取り組むことで、世界と人間に対
する深い洞察力と、それを的確に表現する力を養います。対
話や議論、プレゼンテーション、ライティングの機会が多数
あり、自分の考えを論理的に説明できることが目標です。

多文化が共生する現代社会において、「コミュニケーション
能力」の重要性はますます高まっています。この専攻プログ
ラムでは、コミュニケーションの理論から実践のスキルまで
を総合的に学び、物事を論理的にとらえ、自分の考えを筋道
を立て、わかりやすく表現する力を養っていきます。

文学を通じて、私たちはそこに暮らす人々の生活や文化、考
え方や価値観を知ることができます。日本や外国の文学を
学び、異なる文化を比較・研究することは、国際人として必
要な視野や教養を身につけることにつながります。文学を切
り口に、世界を探究してみませんか。

聖書、キリスト教の歴史や思想、実践などを多角的に学ぶこ
とで、世界を理解するヒントを探ります。キリスト教の世界的
なネットワークを活用し、海外で学ぶチャンスも数多くありま
す。文学・芸術、民族・宗教問題、人権問題などに関心があ
る人におすすめです。

学生Message

学生Message

学生Message

学生Message

卒業生Message

学生Message
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「日本語のことをもっと知りたい」と思ったのが、このプログラムを選んだ理由。
今、興味を持っている「対照言語学」は、私の基本言語である日本語と目標言語
にあたる外国語を比較し、その差異や共通点を研究する分野。文学作品にも研究
のヒントが散りばめられていて、例えば、名著『星の王子さま』は、国によって
翻訳に使われる表現や言葉が大きく異なります。なかには、作品タイトルに「星」
という単語が含まれていないケースもあるんですよ。「ことば」の持つ奥深さや
可能性を学べるのが言語学の醍醐味ですね。

これまで宗教とのつながりを意識したことがなかった私は、専攻演習（ゼミ）の
研究テーマとして「無神論」を選びました。例えば、アメリカの芸術家・ロスコ
は、古代神話にインスパイアされ、いかなる宗派にも属さない独自の宗教観をも
とにアート作品を制作しました。私はこうした作品の分析を通じて、日本人の思
想に根づいた「無神論」という価値観の起源を解き明かそうとしています。特定
の宗教の研究にこだわる必要はありません。自由な視点から、宗教と人との関わ
りを追究してみませんか？

大学の有志で集まり、1年次と2年次の計2回参加した「スペインサンチャゴ
巡礼」。この旅に出て、私の価値観や意識は180度変わりました。視野も広がり、
すごく刺激的な体験でした。つたないスペイン語でも現地の人たちは一生懸命理
解しようとしてくれ、意思疎通できたりする。この経験から、コミュニケーショ
ンの重要性を意識するようになりました。言葉だけではなく、非言語コミュニケー
ションも伝達には欠かせない要素。身振りひとつで相手の機嫌が左右されること
も十分あり得ます。言語、非言語の観点からコミュニケーション能力を身につけ
るのが、このプログラムの狙いです。

哲学と聞くと、堅苦しい印象を受けるかもしれませんが、授業はグループワーク
が中心で、アットホームな雰囲気です。「勢いよく走るトロッコのレールの先には、
5人の作業員がいる［路線A］と1人の作業員がいる［路線B］に分かれている。
さて、あなたはどちらの作業員を助けるか」。こういったテーマで、みんなでディ
スカッションを行います。テーマは、文学、音楽、コント、ポップカルチャーな
ど多種多様。一見答えがないようなテーマでも、その考える過程が大事。相手の
意見を汲み取り、自分の意見を重ねて思考を掘り下げていきます。哲学で培った
洞察力や論理的思考は、さまざまな場面で応用できるでしょう。

イギリスの国民的女性作家ジェイン・オースティンの著作を読み解いています。
彼女の代表作と言えば『高慢と偏見』ですが、現在専攻演習（ゼミ）で読んでい
るのは『マンスフィールド・パーク』。どちらも階級社会での恋愛という共通のテー
マを扱っているにもかかわらず、華やかなエリザベスと内気なファニーというヒ
ロイン像の違いに驚きました。何度も読み返すうちに物語の印象が変わってくる
点も、彼女の作品の特徴。エリザベスは本当に偏見のない先進的な女性なのか？ 
ファニーは本当に男性に従っているだけの女性なのか？ 当時の社会情勢や流行に
ついても調査しながら、彼女の作品が傑作と呼ばれている理由を探っています。

専攻演習（ゼミ）で「聖書学」を研究しています。「聖書」と聞くと、カタい内
容をイメージする人も多いかもしれません。しかし、実は私たちが普段から接し
ている小説やアートにも、聖書のモチーフが多く見られます。例えば、画家・ミレー
の代表作「落ち穂拾い」には、「夫を亡くした女性のために畑に落ち穂を残して
おきなさい」という聖書の内容が引用されています。聖書を丁寧に読み解き、分
析することで、身のまわりの文化や社会を深く理解できるようになりました。さ
らに、キリスト教を核にしながら宗教学や哲学、文化人類学などの関係のある授
業も履修しています。

日本語日本文学
専攻プログラム

日本語教育
専攻プログラム

近藤 直紀

長田 梨菜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立相模原高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立希望ケ丘高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

言語としての「日本語」と、古代から現代に至る「日本文学」
を学ぶ専攻プログラムです。日本語や日本文学についての専
門的な研究方法を修得し、日本語の表現力や運用能力を高
めます。また、日本の言語や文化への造詣を深め、豊かな教
養を身につけた国際人をめざします。

外国人人材の受入れが急速に拡大する現在、その体制整備
を担う「日本語教師」の役割が注目されています。本専攻プ
ログラムでは、日本語の仕組みや教授法、日本語教育の歴
史と現状などについて学び、日本語を通じて今必要とされる
多文化共生社会に貢献できる人材を育成します。

高校時代、教育に携わる仕事をめざすうえで社会学・教育学・国文学のいずれか
の進路に悩んでいたところ、担任の先生から幅広く科目を選択できる桜美林大学
を薦められました。もともと読書好きだったこともあり、今は日本語日本文学を
専攻。このプログラムには、中学校・高等学校の国語科教員をめざす学生も多く
集まっています。授業ではさまざまな文学を読み、構成や表現について考察・議
論を重ねます。何度も読んできた作品でも、その成り立ちや作家の心理状況を加
味して読むと、また違った魅力を見つけることができます。教員志望の人だけで
なく、文学や歴史、言語が好きな人にもおすすめです。

日本語教育の授業を通して、私は日本語の面白さに気づかされました。そして普
段何気なく使っている日本語を教えるということの難しさ、日本語を学ぶ人の多
様性を知りました。実際に留学生に日本語を教える教壇実習では、教科書の内容
がすべてではなく、学習者の反応から臨機応変に対応することの大切さを学びま
した。また、桜美林大学には「海外教育実習」という科目もあり、海外で現地の
学生に授業を行い、日本語を教える面白さや、やりがいを体感することもできま
す。学習者からは厳しいアドバイスをもらうこともありますが、それもまた成長
の糧。日本語を学ぶ人の人生を変えてしまうような日本語教師をめざしたいです。
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国際関係
専攻プログラム

国際協力
専攻プログラム

アメリカ地域研究
専攻プログラム

アジア地域研究
専攻プログラム

テロ、紛争、領土問題、経済格差など、地球上で起きている
さまざまな問題を知り、その背景や原因を国際的な視点か
ら研究する専攻プログラムです。国際政治や国際法などを中
心に、国家を含む人間社会の相互作用関係や、そこから生じ
る問題などを学際的に学んでいきます。

歴史とは「過去について学ぶ学問」であると同時に、そこから
「現在について考える学問」でもあります。日本やアジア、ア
メリカの歴史を中心に、文化や思想、国際関係などについて
の歴史も学び、重層的な知識と、物事を多角的にとらえるた
めの素養を身につけます。

貧困、人権、難民、環境など地球規模の問題を解決するに
は、国境を越えて多くの人が協力することが必要です。現場
でのフィールドワークや実務研修などの実習をしながら、国
際協力に関する幅広い知識と教養、高い実践力を身につけ
た「地球市民」の育成をめざします。

多民族、多文化の国家といわれるアメリカ合衆国を主な対象
として学ぶ専攻プログラムです。アメリカという国家の成り立
ちにはじまり、政治・経済、文化や思想など多角的な視点か
ら考察していきます。さらに自国との比較・検討を行うこと
で、相対的なものの見方を身につけます。

東アジアから中東に至るまで、広大な面積を占めるアジア地
域。そこで起きる問題は、決して一様ではありません。歴史
学や政治学、経済学、社会学、文化人類学など、さまざまな
研究手法を駆使しながら、アジアの多彩な事象を国際的な
視野で理解する力を身につけます。

国際的に活躍するために、自国の歴史や文化について説明す
るための知識を持ちあわせておくことは必要不可欠です。こ
の専攻プログラムでは、日本という国のあり方、政治・経済、
社会の動向などを、グローバルな視点から学びます。そのう
えで、日本が抱える問題を解決するための方策を考えます。

専攻プログラム一覧
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歴史学
専攻プログラム
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日本地域研究
専攻プログラム
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奥平 夢乃

新居 靖昭

金木 謙介

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立大和南高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
長野県 東京都市大学塩尻高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
千葉県立安房高等学校出身
一般入学者選抜

学生Message

学生Message

学生Message

馬 林義

梅原 一樹

リベラルアーツ学群4年
中華人民共和国 廈門市第二外国語学校出身
留学生入学者特別選抜

リベラルアーツ学群4年
富山県 富山第一高等学校出身
公募制推薦入学者選抜

学生Message

学生Message

韓国文化論
北方系のシャーマン文化、中国系の漢字文化、そして、日
本経由の近代文化。朝鮮半島の文化は3つの流れが入
り交じっている状況にあります。こういった文化の様相を、
韓国小説や映画をはじめさまざまな文化活動を検証しなが
ら、明らかにしていくことをめざします。特に韓国文化を考
察するには日本文化の理解が必要となります。自国の文
化の認識を深めつつ、韓国文化とのより良い関わり方も考
えていきます。

授業PICK UP

「歴史は暗記するもの」という先入観から、歴史学を敬遠する人もいるかもしれ
ません。しかし、私は歴史学とは歴史の読み解き方が学べる学問だととらえてい
ます。授業では自分なりに歴史を考察、解釈して理論を展開できます。100年
前の日本と現代の日本は、時間的隔たりがありますが、政治や世論などに多くの
類似点があり、過去と現在は、ひとつの時間軸で連続していることを意識できま
す。かつて、シルクの町として栄えた私の地元も、歴史学の観点から見てみると、
また違った魅力があふれていることに気がつきます。

第二次世界大戦時のアメリカは、曽祖父の戦没地でした。それをきっかけに第二
次世界大戦時代のアメリカを調べるようになり、やがて興味の対象は、アメリ
カそのものの歴史に向けられます。複雑で波乱の多いアメリカ250年の歴史は、
調査対象として非常に興味深い。歴代大統領を追うだけで、さまざまな歴史が見
えてきます。アメリカの歴史を俯瞰して分析できるようになったのは、このプロ
グラムがあったから。このプログラムでの学びを活かして、あるべきアメリカの
社会を考えていきたいです。

日本地域研究の科目では、さまざまな視点から日本を学びます。例えば、歴史的
視点にはじまり、文化的視点、政治的視点さらには文学的視点まで。自分の得意
とする分野なら、勉強の意欲も自然と高まります。日本のアニメ映画を鑑賞し
て、その時代設定を考察するユニークな授業も。純文学を読むと、作者の心境や
取り巻く環境を思い描くようになりました。日常生活のちょっとしたことに日本
のルーツを感じられるように。歴史学や国際関係の科目で情報を補完するのもお
すすめです。

3年次のゼミ論文のテーマは「中台関係の現状と課題」。中国で生まれ育った私
にとって、中国と台湾の政治体制や歴史認識をめぐる問題は、身近に感じながら
も本質が見えづらいものでした。しかし、母国を離れて客観的な視点で中台関係
の歴史を紐解いていくことで、両方の政治的主張が明確に理解できるように。こ
うした学びを通じて「ひとつの問題を一方向から考えているだけでは、真実は見
えてこない」ということを知ることができました。今後は歴史学や哲学も深く学
び、より多面的な視点で国際政治の問題を考えられるようになりたいです。

3年次の夏、カンボジアに2週間滞在し、孤児院の手伝いをしてきました。体
育や美術の授業がないカンボジアの子どもたちのために、運動会やダンス、工作
の授業などを実施。遊んでいるときは、協調性や他を尊重する気持ちを持っても
らうよう気を配りました。遊びのあとは、掃除や片付けを手伝うように促すこと
も忘れません。何日もともに過ごすうちに子どもたちにも挨拶や礼儀の大切さが
伝わったようで、小さな感動を覚えました。今後は、私の得意としている野球や
スポーツを取り入れた国際協力に力を注いでいきます。

倫理学
専攻プログラム

文化人類学
専攻プログラム

熊坂 柊吾

岡本 麻佑花

リベラルアーツ学群4年
福島県立福島高等学校出身
一般入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
東京都立片倉高等学校出身
AO入学者選抜

正義や自由、人権、善。社会の根幹には、私たちの暮らしを
支える基本的な価値があります。この専攻プログラムでは、
倫理や道徳の基礎理解、倫理学説史や社会思想史なども学
ぶことで、倫理学の立場から社会を取り巻くさまざまな問題
を多角的に分析し解決するための能力を身につけます。

文化人類学は、異文化を学ぶことで、自文化を相対化してと
らえ、文化を持つ動物であるヒトについての理解を深める学
問です。文化が持つめぐみとしばりを認識し、人類の相互理
解や多文化共生の可能性を探ります。フィールドワークの実
習では主体性や積極性、観察力や洞察力が養われます。

学生Message

学生Message

p r o g r a m
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倫理学のテーマは「よく生きる」こと。自分がどうあるべきか、どう生きてい
くべきか、を探求します。「よく生きる」なんて、誰もが考えそうなことですが、
そんな当たり前の考えを学問にしてしまうのが、面白いところ。カントやプラト
ンなどの偉大な思想家たちが残した言葉には、現代でも通用する思想が多く見ら
れ、つい自身の日常生活とも照らし合わせてしまう。それだけ、倫理学は誰にで
も当てはまる普遍性があるのだと思います。プログラムの授業は、過去の思想家
たちの著作を読んで発表するほか、先生方が研究する分野についても学びます。
専攻してから読書力がかなり高まりました。

文化人類学を学ぶうえで、肝になるのがフィールドワーク。興味の対象を徹底的
に追い求め、納得ゆくまで掘り下げる学問です。私が今、興味を持っているのが
昆虫食。食糧危機解決策として国連も推奨していますが、宗教上の理由で虫を食
べることができない人たちも存在します。それでは、すべての人類に適応する昆
虫食は存在するのか？ そこから私の昆虫食研究ははじまりました。禁忌にふれ
ない虫の調査、生息地の調査、もちろん実際に味見もします。未知なる対象への
好奇心が私を突き動かしています。
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「公認心理師」の受験資格を得るためのカリキュラムがあります！
学校でのカウンセリングや、企業のメンタルヘルス、災害時の心のケアな
ど、心理的支援が必要な領域は多くあります。しかし、心理の仕事には
これまで国家資格がありませんでした。例えば心理職の資格として思い
浮かぶ「臨床心理士」は民間資格です。今回誕生した「公認心理師」
は待望の国家資格です。病院や学校、企業、公的機関などの心理職と

して、今後は「公認心理師」の有資格者が多く採用され、活躍の場が
広がることが期待されます。桜美林大学ではリベラルアーツ学群心理学
専攻プログラムと健康福祉学群精神保健福祉専修（p.067）の2学群
で学ぶことができ、その後、大学院に進学するか実習経験を積むことで
受験資格が得られます。

ビジネスエコノミクス
専攻プログラム

公共政策
専攻プログラム

メディア（ジャーナリズム）
専攻プログラム

博物館学
専攻プログラム

グローバル化やインターネット技術の発達により、企業をめ
ぐる状況は複雑化しています。変化を続ける企業活動を、経
済学の視点から学ぶのがこの専攻プログラムです。産業別
の構造分析や企業分析などを学び、企業が抱える問題を発
見・解決する力を身につけます。

雇用や格差、年金、医療、保育、介護、環境などさまざまな
切り口から、現代社会が直面する諸問題について学ぶ専攻
プログラムです。「理論と実証」の学修と研究を行いながら、
それらの問題を解決するにはどのような「政策」が必要かを
考察します。

メディアの歴史や構造、その社会的な影響について学び、メ
ディアとの向き合い方を考察する専攻プログラムです。新聞・
放送などのマスメディアをはじめ、Webやアニメなど多彩な
講義を用意。メディア業界を志望する学生のために、映像や
雑誌の制作など実践的な講義も展開しています。

現代社会における博物館の機能や役割について、歴史や文
化、社会、心理、経済など多角的な観点から考察し、人々の
暮らしと博物館の関係について理解します。学内と学外で実
施する博物館実習では、資料の取り扱い、文化財の調査法、
展示の技法などを実践的に学びます。

専攻プログラム一覧

p r o g r a m
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p r o g r a m
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p r o g r a m
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p r o g r a m
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心理学
専攻プログラム

現代は心の時代と言われます。そこで子どもから高齢者ま
で、さまざまな領域で生じる心の問題を解決したり、予防的
な対策を図る必要があります。この専攻プログラムでは、心
理学の基礎的な知識と研究方法をベースにし、現場で活か
せる知識や方法を実践的に身につけることをめざします。

p r o g r a m
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石田 こころ

リベラルアーツ学群4年 
神奈川県 横浜翠陵高等学校出身
一般入学者選抜

学生Message

田口 康輔

山中 里帆菜

鈴木 鮎美

石黒 里枝

リベラルアーツ学群4年
東京都 日本大学第三高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
東京都立鷺宮高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群2019年3月卒業
静岡県 加藤学園暁秀高等学校出身
一般入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立橋本高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

学生Message

学生Message

卒業生Message

学生Message

「日本経済論」「労働法」「産業調査論」「企業分析論」など、ビジネスエコノミク
スで取りあげる分野は多岐にわたります。数ある科目のなかで、特に印象に残っ
ているのが「中小企業論」です。授業では、業界をけん引する中小企業を紹介し
ます。動画で事例を紹介するため、理解しやすいのもポイント。もちろん、中小
企業ならではの経営戦略やマーケティングも学べます。こと就職活動となると大
企業を志望しがちですが、まだまだ可能性を秘めた中小企業があるのだと興味を
持ちました。

私の研究テーマは、「クリプトツーリズム」。怪談にまつわる場所を観光資源とす
る地域振興のことです。その実情を探るため、怪談文化を世界に広めた小泉八雲
の出生地や彼の記念館でフィールドワークを行いました。調査の結果、怪談の観
光資源化によって町おこしは成功しているものの、怪談が本来持っていた文学的
な価値がエンターテインメント化によって失われつつあるという課題も発見。今
後の研究を通じて、文化の伝承と観光産業の両立について、発展的な解決策を考
えていきたいです。

この専攻プログラムを選んだのは、近年のマスメディアの報道姿勢に疑問を抱い
ていたから。現在は、第二次世界大戦と新聞ジャーナリズムの関係性を研究して
います。戦時中、新聞がプロパガンダとして作用した事例を取りあげ、当時の報
道姿勢の問題点などを記した文献から、マスメディアの本来あるべき機能につい
て分析。学生同士で社会とマスメディアの関係についてディスカッションを繰り
返し、ジャーナリズムへの知識を深めていくことで、日々の報道から正しい情報
を取捨選択する力が身につきました。

博物館に行くのが好きな人、博物館に少しでも興味がある人は、迷わず博物館学
専攻プログラムを。美術館、科学館、動物園なども含めた「博物館（museum）」
の歴史や運営方法、教育、展示技術などについて学んでいく専攻です。文化遺産
や文化政策など、博物館の周辺領域も含めて幅広く学べます。また、博物館の専
門職員である「学芸員」の国家資格の取得をめざすこともできます。私は今、子
どもが博物館をより身近に感じ、楽しく学んでいくことができる方法について研
究しています。将来は、展示資料を実際に触り体験しながら学習する「ハンズオ
ン」の企画に携わりたいと思っています。

人間関係で問題を抱えているとき、人はそのストレスとどのように向き合い、対
処するのでしょうか？　私は、身近な大学生を対象にその方法を調査・分析して
います。趣味などを通じてストレスをポジティブに解消できる人もいれば、コミュ
ニケーションそのものを諦めてしまう人もいたり……。研究を通じて、引きこも
りなどのネガティブな解決方法を選択しやすいという、最近の大学生の傾向が明
らかになってきました。自分が感じている悩みや違和感などの身近なテーマが研
究対象になるのが、心理学の面白さです。

社会学
専攻プログラム

国際経済
専攻プログラム

社会学とは、企業や学校、国家といった組織や集団が抱え
る問題や、人と人との関係について研究する学問です。この
専攻プログラムでは、社会と文化について幅広く学び、世の
中の仕組みの解明をめざします。こうした学びを通じ、多様
性を認め、多文化と共生する力を養います。

私たちの暮らしは、世界の経済状況と深く結びついていま
す。この専攻プログラムでは、各国経済の特質、貿易構造や
国際通貨変動のメカニズム、経済のグローバル化など、国
際経済を理解するための知識を体系的に学び、そこで発生
するさまざまな問題に対応していく能力を身につけます。

p r o g r a m
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福島 真希

田村 康浩

リベラルアーツ学群4年
神奈川県 横浜英和女学院（現 青山学院横浜英和高等学校）出身
一般入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県 横浜商科大学高等学校出身
AO入学者選抜

学生Message

学生Message

2年次に受講した「家族社会学」の授業を通じて「家族」のあり方に興味を持ち
ました。最も身近な存在でありながら、近年ではコミュニケーションに問題を抱
えている家族の事例も多くあります。授業では、現代の家族システムの変容を実
例に基づいて理解することができました。こうした学びを通じてジェンダーの問
題にも関心を抱き、3年次には「婦人雑誌に見る新しい女性像の登場とその変容」
という論文を読み、内容をまとめて発表。当たり前だと思われていることに疑問
を持ち、とことん掘り下げていくのが社会学の醍醐味です。

世界で活躍するビジネスマンになって、世界の人々と友好関係を築きたい－。
そんな想いを胸に、このプログラムを選択しました。特に印象深い授業は、「国
際経済学」。外国為替市場や貿易のメカニズム、近年の動向などを学び、グロー
バル経済の仕組みを知ることができました。また、「ミクロ経済」や「マクロ経済」
の授業では、統計や均衡分析などの計算も扱います。もともと数字は苦手だった
のですが、具体的なビジネスの事例に基づいた授業を通じて、経済学を理論的に
分析する力が身につきました。
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生物学
専攻プログラム

地球科学
専攻プログラム

情報科学
専攻プログラム

分子・細胞から生態系に至るまで、あらゆる生命現象を研究
対象にするのが生物学です。医療や環境、食糧、エネルギー
など、現代社会を取り巻く問題と関わりの深い学問でもあり
ます。生物学専攻プログラムでは知識や技術を幅広く学び、
これらの問題を解決するための視点を養います。

気象学や地震学などが含まれる地球物理学や地質学、天文
学など、地球科学を構成する専門科目を体系的に学ぶ専攻
プログラムです。地質調査や地形の測量、気象や天体の観
測、さまざまな分析機器の利用やコンピュータを使ったデー
タ処理といった技術も学ぶことができます。

コンピュータやネットワークに代表される情報科学分野の知
識を、基礎から高度な専門分野に至るまで体系的に学びま
す。実際にコンピュータを利用した、少人数での演習が多い
のも特長です。社会のさまざまな分野でコンピュータを活用
するための、知識と技術を身につけます。

p r o g r a m
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p r o g r a m
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専攻プログラム一覧

教育学（教職教育）
専攻プログラム

数学
専攻プログラム

物理学
専攻プログラム

化学
専攻プログラム

教育という視点から人間の成長・発達をとらえ、教育が社会
に及ぼす影響について考察します。さらに日本と西洋の教育
の歴史や教育思想、諸外国との比較・検討などを行い、教
育の本質とは何かを探究していきます。教育の 「学び」を深
め、多角的視野を持った人材をめざします。

最古の学問のひとつであり、社会の基盤を構築する学問で
もあるのが数学です。社会のさまざまな現象を、数学的な手
法で分析し、解決するための知識を体系的に学びます。さら
に、コンピュータを利用した講義や実験を通じて、数理的な
思考能力を養います。

物理学とは、物質や自然、宇宙はどのように成り立っている
のか、そこで起きる現象にはどのような法則があるのかを探
究する学問です。この専攻プログラムでは、問題と仮説の設
定、モデル化、検証に至る「物理学的な考察法」を学び、自
然科学に対する幅広い視野を身につけます。

物質の化学構造や化学反応の仕組みを理解し、科学的な視
点や思考力を身につけることを目標とします。無機化学、有
機化学、物理化学、分析化学、生化学などの化学の基礎を
体系的に学びます。さらに、豊富な応用分野の科目や実験科
目を通じて、知識を深めるとともに実験技術も修得します。
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環境学
専攻プログラム

地球温暖化や生物多様性の劣化など、現代社会が抱える問
題の解決をめざすのが環境学です。フィールド調査など現場
での学びを重視したカリキュラムで、柔軟な思考力と行動力
を養成します。ECO-TOPプログラム認定科目を数多く提供
しています。

p r o g r a m
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藤井 正宏

若松 沙羅

平塚 徹大

リベラルアーツ学群4年
東京都立世田谷泉高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
神奈川県立白山高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
新潟県立新井高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

学生Message

学生Message

学生Message

竹田 光希

小室 奈央

金澤 穂香

芳野 玲

リベラルアーツ学群2019年3月卒業
神奈川県立神奈川総合産業高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群4年
東京都立町田総合高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

リベラルアーツ学群2019年3月卒業
福島県 学校法人石川高等学校出身
AO入学者選抜

リベラルアーツ学群3年
神奈川県立菅高等学校出身
AO入学者選抜

卒業生Message

学生Message

卒業生Message

学生Message

武井 将史
リベラルアーツ学群2019年3月卒業
神奈川県立追浜高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

卒業生Message

この専攻プログラムを選んだのは、教育学の知識だけではなく、幅広い教養を身
につけた国語科教員になりたいと思ったから。「進路指導論」の授業では先生が
毎回、さまざまな書籍から社会人として欠かせない教養や、印象深い一文を紹介
してくれます。また、本番さながらの環境で模擬授業を行う「中等国語科教育法」
や「生徒指導論」など、実践的な授業も充実しています。国語に関する知識と教
職科目の両方を深く学んだことを活かし、子どもたちに日本語や文学の奥深さを
伝えていきたいです。

私たちが普段目にする植物は、似ているような葉でも形や枚数が少しずつ違いま
す。その小さな違いを観察し、植物の構造を理解するのが「植物分類学」。高校
まで文系だった私がこの分野に興味を持ったのは、「植物学」の授業がきっかけ
です。「自分は植物について知らないことがこんなにたくさんある！」と感動し、
植物の形態や分類をもっと知りたいと思うようになりました。現在は地元の福島
県と、大学周辺の植物相を調査・比較しています。環境によって変わる植物相に
興味を持ち、植物学にますます夢中になっています。

気象予報士になることだけを考えて、高校時代から気象学を独学していました。
桜美林大学へ入学したのも気象予報の専門知識を学べる「地球科学専攻プログラ
ム」が目的です。広い分野から構成される専門科目は、講義形式もさまざま。座
学のみならず、チームでフィールドワークに取り組むこともあり、和気あいあい
とした雰囲気のなか、切磋琢磨しています。最近では、気象学の先進国であるア
メリカやドイツの翻訳資料を読むこともあります。研究の視点やデータの使い方
など、日本と海外を比較するのが楽しいです。高校時代とは比較にならないほど
知識も増えて、空模様の予測も以前より的中率が上がってきている気がします。

「言葉」で考える。それが大学で学ぶ数学の難しさであり、魅力でもあります。
方程式やグラフが中心の高校数学に対し、大学の数学には具体的な解法が存在し
ません。「なぜ１マイナス1がゼロになるのか？」などの抽象度の高い問題に対
して、言葉と数式を頼りに自分なりのアプローチで証明していきます。ときには、
答えが出るまで1か月以上かかるような難問に出会うことも。そうした問題を
じっくり考え、自分の力で理解できるようになったときには、大きな喜びを感じ
ます。

あらゆる自然現象を数学で説明する物理学。電場と磁場の法則を組み合わせれば、
光の速さも割り出せてしまいます。物理学実験もまた欠かせない要素のひとつ。
仮説通りの実験結果を得られたときには達成感すら覚えます。ゼミ活動で取り組
んだテーマは、軌道エレベーターの基本的な物理計算と昇降機の模型による検討
です。軌道エレベーターはSFの産物ですが、近年は研究が進み、実現可能とい
う説も唱えられています。軌道エレベーターが実現できたらスペースシャトルを
飛ばさなくても宇宙へ行けるようになる。物理学ではいろいろなことが扱えるん
です。

人間のジェスチャーで操作して遊べるVR（ヴァーチャル・リアリティ）のゲー
ムを開発しています。これは、プレイヤーの身体の動きをセンサーで感知して
VR画面上の３Dモデルに反映させ、リズムに合わせてボールをキャッチすると
いうもの。プレイヤーのジェスチャーと３Dモデルの動作を正確に合わせる調
整には苦労しましたが、綿密な計算によって誤差を解消することができました。
こうした研究の経験を活かし、将来はエンジニアとして人々の生活を豊かにする
ようなソフトウェアを開発したいです。

今取り組んでいるのは「化学実験のデザイン」。その名の通り、化学実験を子ど
もや一般の人向けに楽しくわかりやすく、デザインすること。実験の内容を考え
たら、試薬や器具を選び、手順を決めて、練習実験。パフォーマンスを取り入れ
て、エンターテイメント性も意識しています。実験のお披露目は、桜美林大学で
毎年開催される「子どもサイエンス教室」。子どもたちから歓声が上がったとき
が何よりもうれしい。現在は鮮やかな色を持つ金属錯体の実験を検討中です。も
ちろん、パフォーマンスは普段の学修があってこそ。次のお披露目に向けて、新
たな知識の吸収にも余念がありません。

地球表面の大気の平均温度が上昇する「地球温暖化」や、売れ残り、食べ残しか
ら起こる「食品ロス」は、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。そのよう
な問題の解決に取り組むのが環境学。環境学は、自然環境や住環境など人間の生
活すべてに関わる学問です。地球温暖化となると、個人の力ではどうにもなりま
せんが、食べ残しやごみのポイ捨ては個人の意識から減らすことができます。一
人ひとりの意識を変えていくのも環境学を学ぶ私たちの務め。これからも環境問
題の解決に向けて、啓発や情報の発信に取り組んでいきたいです。
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留学で花開いたグローバルセンス私が変われば、世界が変わる。

で変わる私。

COLLEGE OF GLOBAL COMMUNICATION

グローバル・ 
コミュニケーション
学群

これからのグローバル社会で求められる人材
になるために、４年間で学ぶべきことはたくさ
んあります。まず、国際社会で活躍するには
欠かせない「語学」。学んだ外国語を日常的
に使いながら、価値観や慣習の違いを肌で
感じ、地球規模の視野を獲得する「留学」。
さらに留学から帰国したあとに、「グローバル・
スタディーズ」科目やグループプロジェクトな
どを通じて外国人留学生と切磋琢磨しなが
ら培う「リーダーシップ」。グローバル・コミュ
ニケーション学群の４年間のカリキュラムに
は、グローバル人材に必要なものが凝縮され
ています。

この学群がめざすこと

語学漬けの約1～ 1.5年間、授業時間に対して倍
の時間の授業外学習・自習時間が求められます。こ
の期間は、語学力を飛躍的に伸ばすために最も重要
な時間です。そのための学修スペースでは、教員や
ピアメンター（上級生の相談員）が個別に、的確な
サポートを行います。こうした環境のもと、意欲も語学
力も確実に高まります。

2年次春学期または秋学期に実施する、1学期間の
海外留学が「必須」です。留学先での語学研修に
加え、コミュニティアウトリーチなどを実施します。ディ
スカッションやプレゼンテーションなどを取り入れ能動
的に学びます。
※日本語特別専修の希望者は沖縄県の名桜大学、沖縄国際大学、
沖縄キリスト教学院大学に国内留学ができます。

この学群では、多様な言語・文化背景の学生が交
流し、世界中に友人ができます。2・3年次以降は彼
らとともに日本や世界の文化・社会について学ぶこ
とができます（グローバル・スタディーズ）。つまり、グ
ローバルセンスを磨き続けることができる環境です。

徹底した語学力強化と 
サポート体制。

01 02 03 04英語
特別専修

中国語
特別専修

日本語
特別専修

グローバル
教養専修

全員が1学期間相当 
（約15週間）留学して 
実力を磨く。

さまざまな国の学生と 
ともに学ぶ。 
毎日が異文化交流。

学びのPOINT

4 つの専修 ※入学時に専修を選択するのではなく、卒業時に修了専修が決まります。

4 つのステップ

コミュニケーションの基礎となる言語を
「外国語漬け」になって徹底的に学ぶ。

1年次
自分から発信できる語学力を鍛え、

1学期間相当の留学へ。

2年次
帰国後、留学生と協働で課題に取り組み、

語学力・思考力を磨く。

3年次
語学力と経験、リーダーシップを備えた
人材となり、実社会へ飛躍する。

4年次

語学学習 外国語コミュニケーション能力修得
高い実用レベルの外国語コミュニケーション能力の修得をめざし、レベルやテーマごとのクラスを用意。

基礎教養 幅広い視野の獲得
［科目例］ グローバル・コミュニケーション入門／外国語修得法／グローバリゼーションと社会／
イノベーションとリーダーシップ／論理的思考とコミュニケーション／数的理解と統計 ほか

イノベーション＆
リーダーシップ

グローバル・スタディーズ
言語や文化の異なる学生とともに、
外国語を使って日本および世界の政
治・経済・文化を学び、グローバル
な視野で物事を考える力を身につけ
ます。

［英語特別専修］
グローバル・スタディーズ科目を履修す
るには指定された英語の語学技能試験で
一定の基準をクリアする必要があります。
［中国語特別専修］
グローバル・スタディーズ科目を履修す
るにはHSK4級以上の取得が必要です。

イノベーションとリーダーシップ　グローバル社会で必要とされるのが、強い組織やチー
ムをつくり、ゴールに向かって牽引していく「リーダーシップ」です。グローバル・コミュニ
ケーション学群では、世界で何が起きているのかグローバリゼーションの実態を学び、より
良いグローバル社会を築くために必要な「イノベーション」の技法、そしてイノベーション
を実行に移すリーダーシップのあり方を学修します。身につけるのは、より強いチームワー
クを生み出すスキル。基本は1年次に学び、4年間で実践経験を積んでいきます。

●語学研修
●コミュニティアウトリーチなど

留学

2年次春学期または秋学期に、
1学期間相当（約15週間）留
学。外国語運用能力を高めると
ともに、グローバルな経験を通
して幅広い視野を修得します。

「外国語漬け」になって徹底的に学ぶ。 1学期間相当の留学へ。 語学力・思考力を磨く。 人材

語学学習 外国語コミュ
高い実用レベルの外国語コミュニケーション能力の修得をめざし、レベルやテーマごとのクラスを用意。

イノ
リ

グロー
言語や
外国語
治・経
な視野
ます。

［英語特別専修］
グローバル・スタディーズ科目を履修す
るには指定された英語の語学技能試験で
一定の基準をクリアする必要があります。
［中国語特別専修］
グローバル・スタディーズ科目を履修す
るにはHSK4級以上の取得が必要です。

イノベーションとリーダーシップ　グローバルル社会で必要とされるのが、強い組織やチー
ムをつくり、ゴールに向かって牽引していく「リリーダーシップ」です。グローバル・コミュニ
ケーション学群では、世界で何が起きているののかグローバリゼーションの実態を学び、より
良いグローバル社会を築くために必要な「イノノベーション」の技法、そしてイノベーション
を実行に移すリーダーシップのあり方を学修しします。身につけるのは、より強いチームワー
クを生み出すスキル。基本は1年次に学び、44年間で実践経験を積んでいきます。

●語学研修
●コミュニティアウトリーチなど

留留留留留留学留学留学留学留学

2年次春学期または秋学期に、
1学期間相当（約15週間）留
学。外国語運用能力を高めると
ともに、グローバルな経験を通
して幅広い視野を修得します。

今中 舞
グローバル・コミュニケーション学群4年
英語特別専修
兵庫県 姫路市立姫路高等学校出身
一般入学者選抜

英語のみでの授業や最先端の教育メ
ソッドの導入、授業外学習の充実な
ど、学群独自の環境を構築していま
す。グローバル時代に求められる見識
と専門知識を英語で修得できます。

圧倒的な学習量と中国語漬けの毎日
で語学力と専門知識を合わせて、仕
事で使える水準まで引き上げます。本
学群の日本語を母語としない学生とと
もに履修する授業など、少人数教育
ならではのプログラムを創りあげてい
ます。

日本語以外の言語を母語とする学生
が日本語と同時に日本の社会や文化
も深く学びます。各学生のレベルに
応じて個別指導のチュートリアルなど
を導入し、一人ひとりに行き届いたき
め細かな日本語教育を行っています。

英語・中国語・日本語いずれかの言
語（母語以外）の専修において、その
言語を集中的に学んだあとに選択で
きます。世界の社会・経済・文化な
どを複数の言語で学習することで、広
い視野を身につけることができます。

学群の留学プログラムでニュージーランドに滞在していたとき、ともに

留学した学群生のリーダーを任せられることに。国際色豊かな仲間を

取りまとめるのはとても大変で、次第に物怖じしない積極性が身につき

ました。授業でもどんどん発言をし、仲間とのディスカッションが白熱す

ることもしばしば。ニュージーランドへの留学は、語学力向上だけでは

なく、私が国際社会で活躍する可能性も示してくれました。
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海外留学

留学レポート

4つのポイント

1 仲間プラス現地学生との共同生活　滞在先はホームステイか、提携大学の学生寮またはシェアハウスとなります。
現地学生と隣合わせの生活は異なる文化や価値観を知る経験となります（滞在先により異なります）。

2  留学先の大学の授業料は桜美林大学が全額負担　留学期間の現地の授業料は桜美林大学の学費に含まれています（渡
航費、保険費、生活費を除く。留学中の学期も桜美林大学に通常の学費納入が必要です）。なお、中国への留学は、
優秀な学生に対して「孔子学院奨学金」が支給される制度があります。

3 海外留学で単位認定　正規カリキュラムとして海外留学を設けているため、留学先での修得単位は、卒業要件単位
として最大20単位を認めることができます。

4 安心のサポート体制　アメリカと中国には桜美林大学の現地事務所があります。また、各派遣先の大学ともしっか
りとしたネットワークで結ばれており、安心して留学できるようサポート体制を整えています。

学生全員が1学期間相当（約15週間）留学。外国語運用能力を高めると同時にグローバルな視野の獲得をめざす。
海外留学は学んできた語学の実践的な活用の場となるだけでなく、異なる文化や価値観のなかに身を置くことで視野を広げる大きな機会。派遣先の提携大学ではコミュ
ニティアウトリーチなどを通して、実社会のさまざまな人 と々接することができます。そこで体験した発見、喜びは、グローバル人材へと成長する貴重な糧となる
はずです。　注1：成績等、学群の定めた要件を満たす必要があります。 注2：日本語特別専修の希望者は沖縄県の名桜大学、沖縄国際大学、沖縄キリスト教学院大学に国内留学ができます。

●カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校 
（アメリカ／カリフォルニア州）
●カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 
（アメリカ／カリフォルニア州）
●チチェスターカレッジ（イギリス／ウエストサセックス州）
●LSI ポーツマス校（イギリス／ハンプシャー州）
●トロント大学（カナダ／オンタリオ州）
●クライストチャーチ工科大学（ニュージーランド／南島）
●ネルソン・マールボロ工科大学（ニュージーランド／南島）
●リンカーン大学（ニュージーランド／南島）
●エンデランカレッジ（フィリピン／マニラ）
●同済大学（中国／上海）

派遣予定の大学

グローバル・コミュニケーション学群
公式 InstagramもCheck!

グループプロジェクトでは大学を飛び出し、社会で学ぶ。

語学研修
＋

コミュニティアウトリーチなど

語学力をさらにアップ！

寮・シェアハウス 留学先の大学
社会

大学での学修はもちろん、
寮やシェアハウスでの友人、
現場コミュニティとのつながりの
なかで学び、桜美林大学の理念
「学而事人」を実践していきます。

がく じ     じ   じん

※それぞれの課題は渡航前に事前学習を行います。帰国
後には、それぞれの成果を発表し、以降の「グローバル・
スタディーズ」の学修にも役立てていきます。

辻 穂乃香
グローバル・コミュニケーション学群4年 
英語特別専修
東京都立雪谷高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜
派遣先：カリフォルニア州立大学モント
レーベイ校（アメリカ／カリフォルニア州）

石井 駿也
グローバル・コミュニケーション学群4年 
中国語特別専修
東京都 関東国際高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜
派遣先：同済大学（中国／上海）

Interview

Interview

派遣先での英語の授業は、アメリカの抱える社

会問題や文化・歴史を説きながら進めていくもの

でした。単語や文法のルーツには、英語圏の文化

や性質が深く根づいているからです。物事を深く

考える習慣も身につき、こなせるレポートの量も

次第に増えていきました。一方で、他国から留学

してきたルームメイトと深く話し合えるほど親密

な関係を築けなかったのが心残り。相手の英語

が聴きとれず、思うように意思疎通ができなかっ

たのです。勇気を出して「ゆっくり話して」と伝えて

いれば、状況は変わっていたはず。コミュニケーショ

ンをとることが最も大切なのだと気づけたのは、

大きな収穫でした。

中国語資格の最上級であるHSK6級に合格し、

満を持して5か月間の中国留学に挑戦。言葉の面

で苦労することはほとんどありませんでしたが、

授業のレベルの高さには驚きました。現地の学生

と一緒にプレゼンテーションを行う機会が多いの

ですが、評価の基準も高く、先生から厳しいコメ

ントをもらうことも。そうした授業のおかげで、実

践的な中国語運用能力が鍛えられました。また

生活面では、大学内だけではなく、中国人寮で一

緒に暮らす学生たちや地元の人々 との交流を通じて、

中国の文化にどんどん溶け込むことができました。

現地で今までの中国語学習の成果を発揮できた

ことは、大きな自信になりました。

世界に目を向け、異文化理解、経済、政治、ジェン
ダーなど重要なテーマを学ぶことで、現在のグロー
バル社会に存在する課題・問題を理解し、広い視
野で物事を考える力を養います。授業は英語、中国語、
日本語（日本語が母語ではない場合）で行います。たくさんの外国人留学生と机を並べてグロー
バルな課題について外国語でディスカッションを展開し、専門科目を学びます。

グローバル・スタディーズ
科目群

学びのスタイル
「聴く、話す、読む、書く」の4技能や、
時事問題・文化背景への理解、多様
性の受容といった広い視野を獲得する
ために、授業はもちろんのこと留学生と
のコミュニケーションの場や学習相談な
ど、さまざまな環境を整えています。

授業
15以上の国・地域からの
留学生が、約3割。2・3
年次以降は彼らと同じ教室
で日本や世界の文化や社
会について学ぶ機会があり
ます。

授業外学習・ 
学習相談
グループでの研究や発表
の準備、自学自習のための
メインスペースです。教員
が常駐しているので質問や
相談も気軽にできます。

留学生との 
コミュニケーション
英語を母語とする学生が、
英語学習者に向けて、実践
的な会話の場を提供するス
ペースです。ここでのルール
は「使用言語は英語のみ」。

Brown Bag Café グループディスカッションルーム

Topics

桜美林大学 GC

学群についての
情報をcheck!
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英語特別専修 ［English Major］

中国語特別専修 ［中文专业］

日本語特別専修

英語を克服して、もう一度海外へ
高校の修学旅行で行ったオーストラリアでは、ホストファミ

リーへのお礼すらままならず、とてもくやしい思いをしました。

英語のコンプレックスを克服して、もう一度海外に行きたい！

そんな想いで、桜美林大学のグローバル・コミュニケーショ

ン学群へ。学びの領域は幅広く、英語を聴いたり書いたり

する以外にも、学修法や思考法にまで及びます。はじめは、

授業についていくだけで精一杯。それでも、日々の積み重

ねを大切にし、英語に向き合い続けた結果、TOEFL ITP®

のスコアが90点以上アップ。現在は、グローバル・スタディー

ズ科目も履修。よりハイレベルな環境になりましたが、そ

の状況を楽しんでいる自分に驚いています。

地元にゆかりのある中国語を学びたい
私の出身地である沖縄県の石垣島は、古来より中国や台

湾と交流がありました。そこに縁を感じて中国語を学ぶこ

とに。どうせやるなら！と徹底的に学べる中国語特別専修

を選択。英語とは異なる魅力があるのではないか、という

好奇心もありました。中国語独自の「四声」という4つの声

調を駆使するのはとても困難ですが、それもまた語学を身

につける楽しさ。また、ゼロからはじめたこともあり、ちょっ

としたことでも達成感を得られます。2年次の春学期には、

孔子学院による「漢語橋」世界大学生中国語コンテスト東

日本地区予選を一位で通過し、中国での本選に参加。今

以上に語学力を磨いて、いつか石垣島と中国、台湾の交友

関係をスピーチできるといいですね。

日本人以上に日本語が上手くなりたい
日本語に興味を持ったのは、日本の音楽や漫画、アニメが

きっかけ。「グローバル人材を育てる」という理念に共感して、

桜美林大学を選びました。半年間在籍していた香港の日本

留学予備教育課程では、文法やリスニングを中心に学び

ましたが、現在は日本語の背景知識を学ぶことが多くなり

ました。日本史や地理などを身につけることで、日本語に

も奥行きができてきます。今は「日本語を学ぶ」というよりも

「日本語を使い、学問を追究している」感覚。授業は、決し

て楽ではありませんが、せっかく桜美林大学に来たのなら、

日本人以上に日本語が上手くなりたいです。そして、いつか

日本語教師になり、かつての私のような人たちを導いてい

きたいです。

HSK（漢語水平考試）5級以上または中
国語検定2級以上の語学力の修得および
中国語圏の地域文化の理解を基に高度な
内容でコミュニケーションができること。

TOEFL iBT®67点以上、TOEIC®710点
以上、IELTSTM 6.0以上、またはCEFR 
B2以上の語学力の修得および英語圏の
地域文化の理解を基に高度な内容でコミュ
ニケーションができること。

JF日本語教育スタンダードC1または
C2、日本語能力試験N1の高得点合格、
J-TEST実用日本語検定A級、BJTビジネ
ス日本語能力テストJ1レベル相当の修得
および、日本文化の理解を基に高度な内
容でコミュニケーションができること。

●グローバル展開をする企業、外資系企業、総合商社、
金融業、製造業、サービス業、教育機関、公務員など ●
国際機関（国連や経済協力開発機構、世界貿易機構な
ど） ●国際的に活動するNGO、NPOなど ●通訳、翻
訳、語学教育に関わる業務 ●国内外の大学院進学など

●グローバル展開をする企業、外資系企業、総合商社、
金融業、製造業、サービス業、公務員など ●国際機関
（国連や経済協力開発機構、世界貿易機構など） ●国
際的に活動するNGO、NPOなど ●通訳、翻訳、語学
教育に関わる業務 ●国内外の大学院進学など

●グローバル展開をする企業、外資系企業、総合商社、
金融業、製造業、サービス業、教育機関、公務員など
●国際機関（国連や経済協力開発機構、世界貿易機構
など） ●国際的に活動するNGO、NPOなど ●通訳、翻
訳、語学教育に関わる業務 ●国内外の大学院進学など

到達目標

到達目標

到達目標

めざす将来像

めざす将来像

めざす将来像

グローバル社会で活躍できる英語力を身につけます
「英語特別専修」の学生は、グローバル時代に求められるスキルと専門知識を「英語で」習得します。
原則として2年次には留学が必須となっており、留学中は英語力の向上はもちろん、異文化への理
解も深めていきます。1・2年次に集中して英語力を向上させることで、3年次以降は、留学生ととも
に英語で専門科目を学び、多様な視点、考え方を身につけます。

「ゼロスタート」を鍛える特別集中教育
「中国語の桜美林」としての50年にわたる実績と、「孔子学院」とのコラボレーションから生まれた
10年間にわたる特別集中教育のノウハウが教育のベースです。その上に、グローバル・コミュニケー
ション学群として独自の学習環境を構築。短期集中で大きく伸ばすプログラムを用意しています。中
国語未学習の「ゼロスタート」でも圧倒的な学習量と中国語漬けの毎日で実力を身につけ、1年間で
HSK※4級の合格を可能にします。さらに留学で磨いて、「仕事で使える水準」まで引きあげます。
※HSK （中国政府認定の中国語運用能力試験）

学習者のニーズと興味に応じた授業デザイン
日本語の実力別に少人数クラスで学びます。個人のレベルに応じ、多彩な背景・ニーズに応える個
別学習を基盤とした「チュートリアル」も導入しています。これは「学習者オートノミー」を重視した教
育で、日本語教育界では、桜美林大学がリーダー的存在です。自分が興味のある事柄を深く学べる
よう教員と相談し、学びのプロセスを主体的に設計します。

大沼 拓実
グローバル・コミュニケーション学群3年
神奈川県 鵠沼高等学校出身
公募制推薦入学者選抜

陳 麒宇
グローバル・コミュニケーション学群2年
香港 聖言中学高等学校出身
海外提携校入学者選抜

屋宜 花恋
グローバル・コミュニケーション学群3年
沖縄県立八重山農林高等学校出身
AO入学者選抜

より実践的に、楽しく中国語を身につけるため、定期的に
「中国語サロン」を開催しています。日本人学生と中国人
教員・留学生が語学学修のみならず、文化体験やミニゲー
ムなどを通じて日中交流を深めることができます。

「デジタル・サポート」という自修システムがこの学群の
特色のひとつ。いつでもどこでも英語のトレーニングが
できます。「English Central」では、アメリカ大統領のスピー
チ映像などを観ながらスピーキングの練習をすることも
可能です。

中国語サロン （ ）

デジタル・サポートで授業外学習

日本語学習リソースセンター（CJL）やライティング・サポー
トセンター（WSC）を活用し、外国人留学生は日本語を
使い交流しながら学べます。学生が自律的に学べるように、
CJLにはさまざまな教材やコンピュータがそろえられ、日
本語担当教員や学生スタッフが常駐して支援します。

日本語学習リソースセンター
ライティング・サポートセンター
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「法律」が拓いた、新たな世界 お客さまから信頼を集める客室乗務員に

私が変われば、世界が変わる。 私が変われば、世界が変わる。

で変わる私。 で変わる私。

COLLEGE OF BUSINESS MANAGEMENT

ビジネス 
マネジメント学群

ビジネスマネジメント学群は、理論教育と実
践教育によって学びの水準を高めることを目
標にしています。「英知」の吸収、「豊かな
感性」の育成、「コミュニケーション能力」の
向上を軸とした学びを展開。さらには学外で
の研修・実習など、理論が現場でどう活きる
のかを体感できる機会も充実させています。
併せて急速に多様化・進化する社会に対応
する力も培っていきます。

この学群がめざすこと
4 年間の流れ

「学修ストーリー」（学びの計画）を考える

1年次には「アカデミックリテラシー Ⅰ ・Ⅱ」と「キャリアデザインA」を履修します。大学
での学び方を学び、社会と「学び」のつながりを学修することが、自分の4年間の「学
びの計画」すなわち「学修ストーリー」を組み立てるためのスタートラインになります。

国内外で行われるインターンシップや各種のビ
ジネス演習に取り組みます。授業で学んだこと
を実社会の中で実践し、さらに必要な知識や
技術、現実の社会が抱えている課題などを確
認していきます。

４年次の就職活動に向けて、将来を見すえたキャ
リアデザインを行います。多くの座学や実習を
通して自分自身の将来への意識を高めることが
できます。

4年間をかけて深めた「学び」の内容を、
卒業論文や研究レポート、ビジネスレポー
トにまとめます。学んだ理論を実社会で役
立てることができる、ビジネス実務に優れ
た高度なビジネスパーソンをめざします。

スタートラインに立つ

ビジネスマネジメント学類 アビエーションマネジメント学類

実社会で学ぶ キャリアを考える

学びをまとめる

アカデミック
リテラシー
Ⅰ・Ⅱ

キャリア
デザインA

めざす将来像は？ その将来像にたどりつくまでに、何を学ぶ必要があるのか、「学修ストー
リー」を選び、自分向けにカスタマイズします。それは授業だけではありません。資格
や海外経験、学内外の活動などできるだけたくさんのことに目を向けます。

エアライン・ 
ビジネスコース

●学群共通科目
●学類共通科目
●専門基礎科目
●専門応用科目
●実習・演習科目
●論文・レポート科目●専門基礎科目（10単位※）

●実習・演習科目（2単位※）
●論文・レポート科目（2単位※）
※選択必修

●専門応用科目 エアライン・ 
ホスピタリティコース

●学群共通科目
●学類共通科目
●専門基礎科目
●専門応用科目
●実習・演習科目
●論文・レポート科目

学修ストーリーは無限大

1年次修了時に学類・コース選択

社会に出て見つけたこと、気づいたことを大学
に持ち帰り、専攻演習（ゼミ）などで議論します。
ゼミで学んだことを再び社会で実践し、その内
容をさらに議論するなど、キャンパス内外を行き
来しながら「学び」を深めていきます。

仲間と議論する

経営戦略・管理科目群

会計・財務科目群

経済・法律科目群

情報・環境科目群

［マネジメントプログラム］

観光・ホスピタリティ・エンターテイメントビジネス科目群

流通・マーケティングビジネス科目群

国際・金融ビジネス科目群

ICTビジネス科目群

［ビジネスプログラム］

専攻科目 56単位以上 専攻科目 60単位以上 専攻科目 60単位以上

+
全員が海外留学

１
年
次

４
年
次

２・３
年
次

よ
り
充
実
の
学
び

よ
り
充
実
の
学
び

ビジネス 
プログラム

28単位選択必修

マネジメント 
プログラム

14単位選択必修

マネジメント 
プログラム

28単位選択必修

ビジネス 
プログラム

14単位選択必修

または

法律に関する授業を選択したのは興味本位から。「ビジネス法務」や

「現代法入門」は学べば学ぶほど奥深く、法律がビジネスや社会生

活と密接に結びついていることを知りました。「法律」というフィルター

を通すと、世界が今までと違って見えてくるんです。ただの知識として

ではなく、ビジネスをより優位に進められたり、トラブルから我が身を守っ

たり、社会を生き抜くうえで大きな武器になるでしょう。

エアラインは、スタッフたちのたゆまぬ努力と研鑽で成り立っている。そ

のことに気づいたのは、エアライン現役社員の講話を聴く機会の多い

エアライン・ホスピタリティコースに所属していたから。特に魅力を感じ

たのが、お客さまに快適な空の旅を提供する客室乗務員です。お客さ

まが信頼を置く、エアライン業界に不可欠な存在。客室乗務員として

その信頼に応えられるように、日々努力していきたいです。

ビジネスマネジメント学類
流通・マーケティングビジネス
プログラム 
2019年3月卒業
（大和ハウス工業株式会社）

竹山 正紘
東京都日本学園高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

アビエーションマネジメント学類
エアライン・ホスピタリティコース
2019年3月卒業
（日本航空株式会社客室乗務員）

櫻井 蕗漫
栃木県立大田原女子高等学校出身
一般入学者選抜

「エアライン・ビジネスコース」「エアライン・ホスピタリティコース」は、人数制限があるため、 
１年次秋学期に書類審査・面接を行います。その選抜試験の結果により、所属学類と所属コースが決定します。
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東京都新宿区百人町へ、ビジネスマネジメント学群（フライト・オペレーションコー

スを除く）と大学院（経営学研究科）を移転します。企業と連携した実践的教育を

強化するため、食堂・カフェなどは、学生のための実習の場として活用されます。

授業のなかで実際にカフェの運営に関わったり、イベントを企画・開催したりさま

ざまな実習の機会があります。また、個人やグループ学修に対応したラーニングコ

モンズ、電子図書館も設置されます。新宿にキャンパスが進出することで、都心に

ある各大学との連携が強固になるのもメリットのひとつ。他大学の学生との活発

な交流により、学生の視野を広げることも目的としています。

1多彩な「オンキャンパス実習」の設置

2企業や地域との連携による実践的ビジネス実習の設置

3学修の利便性と効果を高める情報環境整備

4 ビジネスマネジメント学群と大学院経営学研究科の連携強化

完成予想図

新宿キャンパス4つのポイント

※画像はイメージです。実際とは異なることがあります。

2019 年 4月、「新宿キャンパス」がスタート！

新宿キャンパス施設概要

“アウトリーチ”がキーワード。より広い世界
に出て、自分のグローバルな役割を探します。
グローバル企業が集まるジョージア州アトラ
ンタ、ホスピタリティを専門とするテネシー
州メンフィスで、英語の習得と海外ビジネス
研修を行います。この研修では、会社訪問、
ビジネス・ラボ（夢の会社の創造）を通してア
メリカのビジネスの醍醐味を体験します。

世界各地で繰り広げられるビジ
ネスを見て、それぞれ異なるビジ
ネスの価値観を学びます。アジア、
北米、オーストラリア、イギリスなど、
「海外ビジネス研修」では現地企
業への訪問などを行います。夏
休み・春休みに世界各地の企業
の働きを実際に体験します。

英語研修とビジネス研修を合わせた総合的な留学プログラム夏休み・春休みは世界各地で展開されるビジネスを学ぶ

海外ビジネス研修 グローバルアウトリーチ（GO）プログラム（4か月間の留学）

就職率が高い3つの理由
1  実務経験豊富な教員が指導！

2  ビジネスの実務を模擬体験できる授業が豊富！

3  企業との連携による実習・研修プログラムが充実！

ビジネスの第一線で活躍するビジ
ネスパーソンを講師として招き、学
群独自の「業界就職実践セミナー」
を随時開催しています。特に人気の
高いブライダル業界、旅行業界、流
通業界、ホテル業界の研究セミナー
においては、実務経験者による講
演とグループディスカッション、集
団模擬面接演習を実施。実際の面
接時にこのセミナーでの経験が役
立ったと、学生にも好評です。

業界就職実践セミナー

就職率

97.9%
2018年3月現在

ビジネスマネジメント学群には、多彩な業界で実務経験を積んだエキスパート教員が多数在
籍しています。実際に仕事をするうえでの醍醐味、大変さをリアルにイメージすることができます。

ビジネスの実務を模擬体験できる授業など、学生たちが、志望する業界で働く自分の姿を具
体的に思い描けるようなプログラムを豊富に用意しています。

企業との連携による実習・研修で社会人になるための心構えやマナーなどを習得。あらゆる
側面から学生のキャリアデザインをサポートしています。

就職に強いビジネスマネジメント学群

海外留学

■ 1階：事務室／ 
ナレッジクラウド（電子図書館）／ 
食堂／カフェ

■ 2階：教室／ラーニングコモンズ
■ 3階：教室／多目的ホール
■ 4階：教室／研究室／ゼミスペー
ス／大学院ラウンジ

■ 5階：研究室／ゼミスペース

内定者インタビュー

BM 内田 里沙
ビジネスマネジメント学類 
観光・ホスピタリティ・エンターテイメント
ビジネスプログラム
2019年3月卒業
神奈川県立生田東高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

ゼミでの研究テーマは、「ミュージカルにおける出演者の動員力」。
アルバイト先の劇場で、その日の主演俳優によって公演の集客数
に大きな差が出ることに興味を持ち、俳優それぞれのチケットの
売れ行きを分析しています。ミュージカル業界は客層の高齢化が
著しいため、「集客」の仕組みが解明できれば、新たな客層を獲得
する手助けになると考えています。卒業後は、映画の製作・配給・
興行等を手がける会社に就職します。こうした研究の経験を活か
し、日本のエンタメ産業をもっと盛りあげていきたいです。

東京テアトル株式会社 内定

マルハニチロ株式会社 内定

アメフトに打ち込むために入学しましたが、1年次の夏にケガをし
てしまい引退。ひょんなことから仲良くなった留学生たちが、私の
視野を広げてくれました。「在学中に留学したい！」と英語を学び直
し、3年次には長期交換プログラムに合格。帰国後は再びオラン
ダへ行き、航空会社のインターンシップに挑戦するなど充実してい
ました。卒業後の夢は、世界中の水産物の調達に携わり、日本の
魚介類のおいしさを世界に広めること。留学中に得た世界中の友
人たちも私の夢を応援してくれています。

AM 大場 謙也
アビエーションマネジメント学類
エアライン・ビジネスコース
2019年3月卒業
東京都 世田谷学園高等学校出身
大学特別選抜（現：AO入学者選抜）

桜美林大学 BM

学群についての
情報をcheck!
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ビジネスマネジメント学類

オフキャンパス インターンシップオンキャンパス 海外研修

アビエーションマネジメント学類

この学類がめざすこと この学類がめざすこと

実体験を重視し、講義と学外実習・演習を繰り返す

実践型カリキュラムで、教室と社会を行き来しながら

「学び」を深めていきます。学問を体系的に学びつ

つ、実社会が抱える課題の解決やビジネス実務に優

れた高度なビジネスパーソンの育成をめざします。

航空会社でマネジメントや企画などに携わってきた教

員、パイロットや客室乗務員として長年の経験を持つ

教員など、アビエーションマネジメント学類には航空業

界を熟知したエキスパートがそろい、専門性の高い指

導を行っています。航空業界で活躍する実務者を招

いての特別講義や、航空会社に就職した卒業生に

よる講演なども頻繁に実施されています。

国内外のさまざまな企業や団体で、就業体験を行うイ

ンターンシッププログラムを豊富に設けています。学

んだ知識を実際の仕事と結びつけ、その経験を基に

学びを深めることができます。また、「海外研修プログ

ラム」も充実しており、アメリカやカナダ、中国、シン

ガポールなど10か国以上で、現地におけるビジネス

の実情を見学・調査・体験することが可能です。

インターンシップとしては、チェックイン業務、手荷物

業務、ラウンジ業務およびグランドハンドリングなどを

体験する「航空輸送産業実習」、および海外の航空

会社での模擬訓練などを行う「海外航空実務概論」

があります。「空」に最も近い現場で実務を学ぶだけ

ではなく、航空に携わる現場の人々のプロ意識と仕

事の緊張感を肌で学び取ることをめざします。

就職率とともに重視しているのが学生一人ひとりの

「就職満足度」です。実学と理論の両面に強い教

員たちが、希望を実現するためのアドバイスをします。

学生は自分がめざす職業で必要となる知識やスキル

を取得するための科目を、多様な学びのなかから選

ぶことができるようになり、より社会で活躍できる人材

となる土台を育むことができます。

エアライン・ホスピタリティコースでは、２年次の海外

留学が必修。機内でのコミュニケーションを想定した

授業も行われ、空港での案内業務も体験します。エ

アライン・ビジネスコースではビジネスマネジメント学

群のグローバルアウトリーチプログラムへの参加など

の留学を推奨しています。

応用性に優れた高度な 
ビジネスパーソンを育成します。

航空業界を熟知した 
エキスパート教員が指導します。

インターンシッププログラムを 
豊富に用意しています。

「空」に最も近い現場で 
航空を学びます。

高い「就職満足度」を実現する 
サポート体制があります。

英語力アップのための 
プログラムも充実しています。

学びのPOINT

▶体験重視の実践的な学び ▶空の仕事を体験的に学ぶ

▶航空業界に強い理由

学びのPOINT

企業の経営をはじめ、社会のあらゆる分野で問われるのがマネジメント＝管理の力です。この
学類では、ビジネスに関する幅広い知識を獲得し、企業や団体などで活躍するためのマネジ
メント能力と、変化に対応する柔軟な思考能力を身につけた人材を育成します。

航空業界の幅広い仕事を志望する人のためのエアライン・ビジネスコース、客室乗務員や
グランドスタッフをめざすエアライン・ホスピタリティコース、パイロットを養成するフライト・オ
ペレーションコースがあり、航空や輸送に携わる「空のプロフェッショナル」を育成します。

最前線のビジネスの現場を知覚・経験する。 キャンパス内でリアルなビジネス体験ができる。

ホテルインターンシップ
約1か月間をかけてホテルでの就業体験を行
い、その業務理解と就業した際に必要とな
るスキルを習得します。実習後には宿泊研
修を実施。就職活動の際の自己PRなどでも
活用できる内容です。

学内カフェの企画・運営
学内のカフェは学生によってゼロから立ち
あげます。また、学食の会計分析を通してメ
ニューの選定なども行います。企画・準備・
運営というビジネスに携わることにより「マ
ネジメント」について実践的に学べます。

食材・料理に関する特別講義
食材や調理の様子を見て、試食・試飲も交
えながら、フードビジネスに関する学修効
果を高めます。また、地域の特産物や、企業
のキャンペーン商品、留学生による母国料
理を活用したイベントの企画・運営も視野
に入れています。

オリジナルグッズを企画・制作
予算や個数などの条件を踏まえて商品を選び、仕
様や価格、デザインを調整。見積書作成やプレゼ
ンテーション、発注まで自分たちで行い、ビジネス
の流れを学びます。

ビジネス演習（実施例）
地元企業、行政、住民組織の方々と連携し
て「ハッピーハロウィンウェディング」の企画
を実現しました。公募で選ばれた夫妻のセ
レモニーには阿部裕行多摩市長とハローキ
ティが立会人として参加。多くの観衆も集ま
り大成功に終わりました。

模擬設備を活用した実習プログラム
ビジネス研修では、キャンパス内の施設を
活用し、実践の場で役立つ「コミュニケーショ
ン能力」のほか、「おもてなしの精神」を身に
つけます。

2018年度オープンキャンパスグッズ

©'76,'19 SANRIO APPROVAL No.P1001091

「航空輸送産業実習」では、春休みと夏休

みを利用して1～3週間のインターンシップ

を行います。毎年、10社を超える企業の協

力を得て、旅客チェックインや到着手荷物

業務、航空券予約などの実務を体験します。

「海外航空実務概論」では、海外でインターンシップを行います。航空会社での乗務員模擬

訓練に参加したり、機内食サービス会社を訪問。ホテルや観光産業の視察なども行い、ホ

スピタリティを現場で学修します。

インターンシップ実務研修先
［2018年度］

●JALスカイ（公募制）　●JALナビア　●JALセールス　●JALグランドサービス　●JALスカイ那覇

●ジェットスター・ジャパン　●東京エアポートレストラン　●スターフライヤー
●ジャパンエアポートグランドハンドリング

●三愛石油　●日新航空サービス　●アクセス国際ネットワーク  ●羽田旅客サービス
●東京国際ターミナル

1
航空輸送業界の実務家教員が 
教える「業界の今」！
アビエーションマネジメント学類では、多
数の実務家教員が指導します。「業界の今」
がわかる授業で、学生と航空輸送業界と
の距離を縮めます。

2
 航空輸送の実務を経験できる 
インターンシップが豊富！
在学中に航空輸送の現場で研修を行う
インターンシップを豊富に用意しています。
実務を経験することで、学び方や考え方、
視点が変わります。

3
英語の実力を磨き、就職活動や
現場での実務の武器に！
高度な英語力が求められる航空輸送業界。
「桜美林の英語」に加え、航空輸送に特化
した英語学習、海外研修を展開し、高度な
英語力を身につけます。

100%
就職率

ほぼ

OK!

※航空業界以外の就職先も含む
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高い知性と使命感、航空の専門知識と操縦技能を兼ね備えたパイロットを養成するコースです。4年間全寮制の
環境で、コミュニケーション能力や協調性が養われます。さらに海外飛行訓練により、高度な英語力と操縦技能、
状況を判断する力、マネジメント能力を身につけます。

このコースは
4 年間の流れ

憧れていた航空大学校には身長制限があり、将来的に自社養成パイ

ロットをめざすことも考えましたが、桜美林大学にもパイロット養成コース

があると知って入学を決意。コミュニケーションに苦手意識があったの

で、全寮制という環境で生活し、協調性を身につけたいという思いもあ

りました。1年次の授業は、英語学習と、飛行機を飛ばすための専門

知識の学習が半々。航空英語や空中航法、気象学など、新しい知識

を取り込むたび、世界中の空に近づいていく手応えがあります。講演な

どでお話を伺った偉大な先輩方の背中を追い、常に「自分のなかにあ

る理想のフライト」を意識できるパイロットをめざしたいと思っています。

アメリカでの約1年間の訓練中、初の単独飛行に成功しました。常に

隣にいた教官はおらず、1人で操縦する責任感に緊張はピークに。管

制官とのやりとりも英語で行わなければならず、「冷静に、冷静に」と自

分に言い聞かせていました。無事に機体から降りたときの達成感は、生

涯忘れないと思います。現在は、アメリカで取得したライセンスを日本

のライセンスに書き換えるための勉強が中心。日本特有の気候に合わ

せ、気象庁の発表や雲の様子から飛行が可能か判断する能力も磨い

ています。尊敬する先生方のような、周囲に安心感を与えるキャプテン

をめざし、確かな技術と知識、そして人間性を磨き続けます。

●基礎英語力の向上
●数学・物理の基礎学力の向上　

●航空無線通信士

●操縦法に関する知識を修得
●資格取得の受験対策
●実践的英語力の向上

●技
ぎりょう

倆※3 維持
●エアラインに必要なパイロット知識の修得
●就職活動の開始
●学位を取得

●多発機の操縦
●操縦技術を磨き高度な知識と実技を修得
●各種資格の取得

●アリゾナ州へ渡航
●英語力の向上
●はじめての単独飛行を経験

●帰国し、日本の資格を取得

●事業用操縦士（学科）
●計器飛行証明（学科）
●TOEIC® 650点以上資格取得

●航空英語能力証明

●FAA※1 計器飛行証明
●FAA※1  事業用操縦士技能証明 

（多発）

●FAA※1 自家用操縦士免許

●JCAB※2  事業用操縦士技能証明
（多発）

●JCAB※2 計器飛行証明

●英語コミュニケーション能力の向上
●航空機のメカニズムを修得
●運航に関する知識を修得

コースの学び 資格取得

1年次春学期
［Semester1］

2年次春学期
［Semester3］

4年次春学期
［Semester7］

3年次春学期
［Semester5］

2年次秋学期
［Semester4］

4年次秋学期
［Semester8］

3年次秋学期
［Semester6］

1年次秋学期
［Semester2］

※1 FAA（Federal Aviation Administration）：米国連邦航空局　※2 JCAB（Japan Civil Aviation Bureau）：国土交通省航空局
※3 技

ぎりょ う

倆：ある物事を行う能力・腕前・手並み

アビエーションマネジメント学類 ●フライト・オペレーション（パイロット養成）コース

エアラインパイロットは、旅客機の操縦だけではなく、

安全で快適な運航をするために、さまざまな業務を

行っています。出発前には、運航管理者や客室乗務員

とミーティングを実施し、気象情報や航空機の整備状

況、お客さまの情報などを確認します。また、搭乗前

に機長が直接目視で機体の点検をし、安全性を確か

めます。飛行中は、機内の様子に気を配りながら、計

器類やレーダー、管制官や運航管理者との無線交信

などを通じて常に最新の情報を集め、より揺れの少な

い高度を選択したり雲を避けたりなど工夫をしていま

す。着陸後は、整備担当者に機体の状態を連絡し、フ

ライトの振り返りをして終了します。知識と技
ぎりょう

倆を高め、

いつ何が起こっても安全に運航するため、日ごろの訓

練や体調管理も重要な仕事です。

このコースの学生は全員、多摩アカデミーヒルズの宿泊施設で寝食をともにします。ここで、パイロット
に必要なチームワークを学ぶとともに、同じ目標をめざす仲間たちと切磋琢磨することになります。

全寮制で学ぶ
チームワーク

入寮

｜科目紹介｜
飛行の基礎Ⅰ・Ⅱ
パイロットに欠かせない飛行の力学に関する物理学的な素養

を培います。数学的基礎からはじまり、力学・流体力学およ

び電磁気学などの分野についての基礎知識を修得します。

航空機の仕組みと構造Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
航空機の構造に関して基本的な理解を得ることが目的。航空

機各部の名称や特性だけでなく、故障時の対処方法や最新

の航空システムについてもふれていきます。

航空安全Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
操縦士訓練に付随して実施。オぺレーションマニュアルに記

載されている事項などを題材に、航空事故防止を主体とした

安全確保のための知識を定着させます。

アビエーションマネジメント学類4年

大槻 亮介
東京都 東京農業大学第一高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

c o l u m n エアラインパイロットの仕事とは

アビエーションマネジメント学類2年

田中 萌理
神奈川県立相模原中等教育学校出身
一般入学者選抜

卒業後、プロのパイロットに

1年次  基礎を学ぶ ［国内キャンパス］

2年次  春学期は国内で準備をし、秋学期から海外で資格取得をめざす ［国内キャンパス／アメリカ合衆国アリゾナ州の飛行訓練施設］

4年次  プロのパイロットをめざす ［国内キャンパス］

3年次  より高度で専門的な訓練へステップアップ ［アメリカ合衆国アリゾナ州の飛行訓練施設／国内キャンパス］

予定通り開設した場合、ビジネスマネ
ジメント学群のフライト・オペレーション
（パイロット養成）コースは、本学群に
移行します。
本学群では、「パイロット」「航空管制」
「整備管理」「空港マネジメント」の４
つのフィールドを教育の柱に学びを展
開します。
本学群に関する情報は、本学受験生
サイトで随時公開します。
学群設置届出および収容定員増認可申請中。上記
の内容は予定であり、変更になる可能性があります。
（2019年4月現在）

航空・マネジメント学群
2020年4月開設予定
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内定者インタビュー

BM 野村 侑可AM 中村 康平 BM 槇 幹太

AM 手塚 友菜

ビジネスマネジメント学類 
経営戦略・管理プログラム
2019年3月卒業
東京都 
下北沢成徳高等学校出身
AO入学者選抜

アビエーションマネジメント学類
エアライン・ビジネスコース
2019年3月卒業
神奈川県立 
海老名高等学校出身
AO入学者選抜

ビジネスマネジメント学類
経営戦略・管理プログラム
2019年3月卒業
東京都 桜美林高等学校出身
学内進学推薦入学者選抜

アビエーションマネジメント学類
エアライン・ホスピタリティ 
コース  2019年3月卒業
栃木県立 
大田原女子高等学校出身
公募制推薦入学者選抜

グアムで行われた「海外ビジネス研修」では現地の旅行

者に聞き取り調査を行い、その内容を盛り込んだ挙式プ

ランをプレゼン。伝説の人魚・シレナをモチーフにしたグ

アムならではのプランは学内外で高い評価をいただきまし

た。この経験を通じ「多くの人の人生を変えられるウェディ

ングプランナーになりたい」という想いを強めた私は、帰

国後、ブライダルプランナー検定1級を取得。ブライダル

の現場に近い数々の授業が私を奮い立たせ、子どものこ

ろからの夢を叶えるスタート地点に立たせてくれました。

ゼミでは、四万温泉周辺の経済活性化や結婚式場での

ブライダル研修など、さまざまなフィールドワークに挑戦

しました。現地に赴いて企画提案を行ったり、実際に業

務を体験したり……。こうした活動を通じて、お客さまに

満足のいくサービスを提供するためには、ビジネスの軸

となる「コンセプト」が大切だと気づきました。内定先は、

「サード・プレイス（＝第三の居場所）」をコンセプトに掲

げる全国展開のコーヒーブランド。その理念を常に意識

し、将来的には店舗運営にも関わっていきたいです。

授業やゼミ活動を通して感じたのは、パイロットや客室

乗務員だけでは飛行機は飛ばせないということです。裏

方である総合職が経営戦略や事業計画を緻密に立てて

いるからこそ、飛行機は飛んでいる。内定先は、日本の空

に革新性と多様性をもたらすことを目標とする会社。卒

業後は、グランドスタッフやフライトプランを作成するディ

スパッチャー（運航管理者）などの現場で経験を積んだ

うえで、経営戦略や事業計画に携わり、日本の空をさら

に活性化させられるような人材に成長したいです。

実家が電気屋のため、幼いころからビジネスの現場を間

近で見てきました。しかし、その奥深さに魅了されたのは

大学に入ってからです。授業で学んだマーケティングをア

ルバイト先で応用したところ、お客さまの顧客心理や行

動プロセスがにわかに見えてきたんです。以来、アルバイ

ト先はマーケティングの実践の場に。内定先では営業を

希望しており、きっとこれまでの経験が役に立つはず。自

分がどこまで成長できるのか、今から楽しみです。

チェックインカウンターや手荷物カウンターで国内外の

お客さまをご案内するグランドスタッフ。国際交流と無縁

だった私には、憧れの存在でした。「オペレーションコン

トロール」や「海外航空実務概論」など、受けた授業のす

べてが素養となり、「観光情報戦略論」で、業務に欠かせ

ない発券システムの検定に合格したときは、将来への道

が大きく開けたような気がしました。これからも努力を怠

らず、一人でも多くのお客さまを笑顔にしたいです。

アニヴェルセル株式会社 内定

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 内定スカイマーク株式会社 内定 フジパングループ本社株式会社 内定

株式会社JALスカイ 内定

BM 川上 嵐
ビジネスマネジメント学類 
会計・財務プログラム
2019年3月卒業
神奈川県立 
希望ケ丘高等学校出身
一般入学者選抜

内定先は、茨城県に拠点を置く地方銀行。お客さまの人

生や中小企業の経済活動を近い距離でサポートしたいと

いう想いから、就職を決めました。きっかけは、ゼミで実

際の企業の会計業務や資料整理に取り組んだこと。在学

中から金融業界の仕事を経験したことで、会計・財務の

学びが社会にどう貢献しているのかを、身をもって感じる

ことができました。また、この経験は就職活動で企業を

選ぶ際にも役立ちました。企業と連携した実践的なプロ

グラムが、ビジネスマネジメント学群の学びの魅力です。

BM  ビジネスマネジメント学類　AM  アビエーションマネジメント学類

BM 森 真子
ビジネスマネジメント学類
観光・ホスピタリティ・エンター
テイメントビジネスプログラム
2019年3月卒業
宮城県 
尚絅学院高等学校出身
AO入学者選抜

株式会社常陽銀行 内定

AM 小林 史織
アビエーションマネジメント学類
エアライン・ホスピタリティ 
コース  2019年3月卒業
山形県 
山形市立商業高等学校出身
公募制推薦入学者選抜

海外留学プログラムで、アメリカへの留学を経験。世界

各国からの留学生と接するなかで課題として浮き彫り

になったのは、同じ「英語」を話していても、それぞれの

母語の特性によって発音やニュアンスが微妙に異なるこ

と。意思疎通に苦労する場面もありましたが、その経験

を踏まえ、現地空港での研修ではさまざまな国籍のお客

さまに伝わりやすい発音を意識することができました。

内定先の客室乗務員の仕事でも、すべてのお客さまの心

に寄り添ったサービスを心がけたいと思います。

日本航空株式会社 内定

オープンキャンパスの思い出は、恩師とも言える教授との

出会いでした。今でも「この人はどんな思考回路をしてい

るのだろう？」と、興趣が尽きません。そのせいか、在学

中は論理的思考の習得を常に意識していました。問題提

起、現状分析、改善策の提案を効率的にこなすのは、社

会人に求められるスキルでもあります。その心がけは、企

業を対象にした新規事業提案の課題で大いに役立ちま

した。大学生活で得た学びをさらに追究し、実践で役立

てていきたいです。

株式会社ゴールドウイン 内定

BM 石森 充昭
ビジネスマネジメント学類
流通・マーケティングビジネス 
プログラム
2019年3月卒業
千葉県 東海大学付属 
浦安高等学校出身
AO入学者選抜
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子どもたちに体育の楽しさを伝えたい私が変われば、世界が変わる。

で変わる私。

COLLEGE OF HEALTH AND WELFARE

健康福祉学群 少子高齢化や社会的格差の拡大、女性の
社会参加という社会の変化が進む日本では
「健康・福祉」に対する人々のニーズが高
まっています。この学群では、心の問題を含
めた健康と福祉やその関連領域について幅
広く学び、この社会的課題に取り組む知恵
や力を持つ人材を養成します。

この学群がめざすこと

福祉、健康、スポーツ、保育、心理など健康福祉学
群では資格取得を特に重視します。社会福祉専修
では社会福祉士受験資格を、精神保健福祉専修で
は精神保健福祉士受験資格の取得、公認心理師
に必要な学士課程科目の履修が可能です。また、
健康科学専修では「保健体育」の教員免許状を、
保育専修では保育士資格と幼稚園の教員免許状を
取得できます。

資格取得のために必要なのが、医療機関や福祉施
設、保育所、幼稚園などでの現場実習です。これら
の実習をスムーズに行うことができるよう、「実習支
援センター」を設置しています。それぞれの資格を持
つスタッフが常駐し、実習先との連絡・調整、ボラ
ンティアやインターンシップの情報提供、さらに勉強
会の開催など、さまざまな角度から学生を支援してい
ます。

車椅子や電動ベッドなどを備え、実際の介助を体験
できる「社会福祉実習室」、ディスカッションやグルー
プワークなどに対応した「精神保健福祉実習室」、
心理学の実験や実習を行う「心理学実験室」、体
力測定や動作分析などの機器がそろう「健康科学
実験室」、保育専修の学生が自由に利用できる「ピ
アノ練習室」などの施設を完備。現場実習に備え
て、実践力を磨くことができます。

福祉や健康、スポーツ、 
保育、心理などの資格取得を 
めざします。

現場実習を学群全体で 
サポートします。

学内にある実習・演習施設で、 
実践力を養います。

学びのPOINT

4 つの専修と4 年間の流れ

年次 学期 セメスター

1

2

3

4

春

秋

1

2

春

秋

3

4

春

秋

5

6

春

秋

7

8 卒業論文／卒業研究

専攻演習（ゼミ）

心理学／老年学／児童福祉論／医学一般／社会学／法学／人間関係論 など

社会福祉専修 精神保健福祉専修 健康科学専修 保育専修留学

短
期
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
長
期
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム 

（
希
望
者
の
み
）

学
外
で
の
学
び（
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
／
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

学群共通科目

基礎教育科目

キリスト教入門／口語表現Ⅰ／文章表現Ⅰ／コンピュータリテラシーⅠ／英語コアⅠA・ⅠB／英語コアⅡA・ⅡBコア科目

社会福祉とマネージメント 精神保健学 健康科学論 保育学

ガイダンス科目 理論を中心に、各専修の基礎を学びます

実習

実技 演習

講義

専修科目
専門的な学びを深めます

井上 未来羽
健康福祉学群 健康科学専修4年
静岡県立三島北高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

高校時代の部活動の顧問に憧れて、保健体育の教員をめざすように

なりましたが、入学当初は漠然としたものでした。スポーツ科学やトレー

ニングの知識を多面的に学ぶうち、「運動の楽しさを伝える」という具

体的な目標が浮上。だから、私はアスリートを対象にしたトレーナーよ

りも多くの子どもたちとふれ合える教員にこだわります。運動を通じて、

子どもたちを健やかな未来へ導くのが私の務めです。
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取得できる資格・教員免許状 社会福祉専修 精神保健福祉専修 健康科学専修 保育専修

社会福祉士（国家資格） ◎

精神保健福祉士（国家資格） ◎

公認心理師（国家資格） ☆

保育士（国家資格） ●

幼稚園教諭１種免許状 ●

中学校・高等学校教諭１種免許状（保健体育） ●

博物館学芸員（国家資格） ● ● ● ●

健康運動実践指導者（公益財団法人健康・体力づくり事業財団認定） ● ● ● ●

初級障がい者スポーツ指導員（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会） ● ● ● ●

公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者（スポーツリーダー） ● ● ● ●

認定心理士（公益社団法人日本心理学会認定） ● ● ● ●

健康心理士（一般社団法人日本健康心理学会認定） ● ● ● ●

社会福祉主事任用資格 ● ● ● ●

学校図書館司書教諭* ●

児童指導員任用資格 ● ● ● ●

◎：卒業時に受験資格が取得できるもの　●：卒業時に取得または卒業後に申請して取得できる資格　☆：大学における指定科目の履修、所定の大学院進学または実務経験により受験資格取得
 * ：教職課程の履修登録者のみ。資格取得には教員免許状の取得が条件となります。
各専修とも、複数の資格取得を希望する場合は、時間割の都合上困難なこともあり留意が必要です。

取得できる免許・資格

実習支援センターが資格取得に必要な現場実習をサポートします

実習支援センターは社会福祉士、精神保

健福祉士、公認心理師＊、保育士、幼稚

園教諭、保健体育科教員の資格取得に

必要な現場実習をサポートします。各専修

の学修内容に応じた現場実習を設けてお

り、実習支援センターのスタッフが学生の

希望を聞きながら実習先を調整していきま

す。各資格・免許を持つスタッフが常駐し、

実習に関する相談、指導にあたります。実

習の事前・事後の学修についても学生一

人ひとりにきめ細かい指導を行っています。

センター内の図書や設備は学生の学修に

活用され、ボランティアなどの情報提供や、

勉強会なども随時実施しています。
＊公認心理師については、学士課程における実習のみ

実習と資格の図書が充実しています

センター内のパソコンで実習報告書を作成

Topics

認定心理士と健康心理士は、日本心理学会と日本健康心理学会がそれぞれ認定する資格で、
大学で心理学や健康心理学の標準的な基礎知識・技能を修得したことを証明するもので
す。所定の科目を修得して、学会に申請、審査を受けると取得できます。健康福祉学群では、
すべての専修で認定心理士・健康心理士が取得できます。心理学や健康心理学の知識は、
人と関わる場面や自分自身にも幅広く役に立ちます。一緒にチャレンジしてみませんか。

認定心理士・健康心理士

児童・障がい者・高齢者福祉施設の相談員・ケアワーカー／市役所のケースワーカー／児童相談所の相談員／病院での

患者・家族への相談援助／介護ビジネスの仕事

｜将来の進路｜

福祉職の就職活動や仕事内容について知るた

めの「キャリア開発シンポジウム」を開催してい

ます。福祉専門職といっても活躍の場は多種

多様です。在学生がめざす福祉専門職のさまざ

まな採用試験の内容と対策について学ぶ、良

い機会となっています。

｜キャリアサポートプログラム｜

社会福祉専修

水野 桃子
健康福祉学群 社会福祉専修4年
神奈川県立上溝南高等学校出身
AO入学者選抜

社会福祉士をめざしはじめたのは、高校生のころ。曽祖母が
入居していた特別養護老人ホームを訪れた際、親身になって
入居者に接していた職員さんの姿に憧れました。桜美林大学
では、座学と実習の両方を横断しながら、福祉に対する考え
方と実践的な支援の方法を学んでいます。高齢者や障がい

者の方から直接お話を聞く機会も多いので、「自分にできる
ことは何か」「どんな支援が必要なのか」を常に考えるように
なりました。将来はここでの学びを活かし、支援が必要な人
の人生に寄り添い、幅広いサポートができる社会福祉士にな
りたいです。

Interview

社会のあらゆる場面で必要とされている「福
祉」を専門的に学び、「社会福祉士」の資
格取得をめざす専修です。高齢者、障がい
を持つ人、子どもなど幅広い対象を想定しな
がら、相談援助を行うために必要な知識と技
術、さらに社会の動向などについても多角的
に学修します。

この専修は

キャリア開発シンポジウム

｜科目紹介｜
◀地域住環境論
高齢者の自立生活を支えるための環境整備や福祉機器の活用につ

いて学びます。学びを深めるプロセスとして、福祉住環境コーディネー

ター2級試験の合格をめざします。

相談援助演習Ⅰ～Ⅲ
ソーシャルワーカー（社会福祉士）に求められる相談援助の知識と技

術に関して、さまざまな事例を題材に、具体的場面を想定しながら学

びます。

社会福祉原論
福祉制度や福祉政策について、福祉の原理をめぐる理論と哲学、発

達過程、ニーズと資源、関連政策など、テーマを細分化した参加型

授業でわかりやすく知識を深めていきます。

Topics

桜美林大学 健福

学群についての
情報をcheck!
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健康・医療心理学
ストレスと心身の疾病・健康との関係、

保健医療現場の心理社会的な課題や

必要となる支援、災害時の心理的支援

などについて、理論、技法、役割、倫

理を実践的に学びます。

福祉心理学
子ども・障がい者・高齢者などの支援

について、福祉現場で生じる問題とそ

の背景、心理社会的課題と必要な支

援、虐待や認知症についての基本的

知識などを中心に学びます。

心理演習Ⅰ・Ⅱ
少人数制のクラスで心理支援を要す

る人とのコミュニケーション、心理検

査、心理面接などをロールプレイで学

び、かつ事例検討を通して実践力を高

めます。

心理学研究法／公認心理師の職責／学習・言語心理学／障害者（児）心理学／臨床心理学概論／心理的アセスメント／心理

学的支援法／司法・犯罪心理学／産業・組織心理学／関係行政論／心理学実験／心理実習　など

｜精神保健福祉専修のキャリアサポート｜

｜科目紹介｜

精神保健福祉専修
精神保健福祉と実践心理の2つのコースで
成り立っています。福祉と心理のアプローチ
を学び、支援に活用します。

この専修は

潤 郁見
健康福祉学群 精神保健福祉専修4年
神奈川県 川崎市立高津高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

Interview 精神障がいのある人は、周囲にハンデが伝わりにくく、不当
な扱いを受けることがままあります。そんな人たちの相談に応じ、
社会復帰をサポートするのが「精神保健福祉士」の仕事。精
神保健福祉専修では、座学や実技演習を通じて、最終的に
は「精神保健福祉士」の国家資格取得をめざします。医療機

本学群の特色である健康と福祉に関する科目とあわせて、
赤ちゃんからお年寄りまで、あらゆる人を対象とした対人
援助に役立つ実践的な心理学を学びます。「公認心理師」

関への配属実習では、笑顔を取り戻した患者さんを多く目に
しました。実際に目の当たりにしたからこそ「精神保健福祉士」
の必要性とやりがいを強く感じています。今後は、医療機関
や福祉施設だけでなく、企業や教育機関など活躍の場は、
どんどん増えていくでしょう。

受験資格を得るためのカリキュラムを備え、所定の大学
院進学や実務経験により受験資格が得られます。

実践心理コース精神保健福祉コース

精神科医療機関のソーシャルワーカー／障が

い者福祉施設の相談員／市役所など公的機

関の福祉職／高齢者福祉施設の相談員など

大学院に進学し、公認心理師受験者資格取得／公認心理師取得後、保健医療・福祉・教育・司法・産業・労働等の領域の

心理専門職／心理カウンセラー／公務員（児童心理司、心理判定員等）／心理相談員

｜将来の進路｜ ｜将来の進路｜

精神障がいのある人の相談援助を行う、「精神

保健福祉士」の育成をカリキュラムの中心に

置いています。社会福祉に関する法律や制度

の知識を活用し、どのように相談援助を行うか、

実習や演習を通して実践的に学びます。社会

福祉学を基盤とし、医学的知識や心理的支援

の修得も重視しています。

｜このコースは｜
｜このコースは｜

キャリア開発シンポジウム

｜科目紹介｜
◀精神保健福祉実習指導Ⅰ
精神科病院やさまざまな施設を見学し、精神保健福祉士から話

を聴き、利用者の方とも交流の機会を持ちます。援助の実際に

ふれ、現場での実習に備えます。

精神医学Ⅰ・Ⅱ
将来、医療・保健・福祉の職業に就いた際に学修した知識が

役立つよう、さまざまな精神疾患について、症状、原因、経過、

治療などを実際の症例も交えながら理解し、対応を学びます。

学校ソーシャルワーク論
学校内で起こるいじめや不登校等の問題を、事例を用いた演習

を通して、福祉の立場から支援する方法を学びます。

「公認心理師」の資格を取得し、児童虐待の解決に取り

組みたいです。「公認心理師の職責」や「医学一般」など

の科目は、生活に結びついた題材を扱い、自身の経験と照

らし合わせながら学修できます。意見交換する機会も設けら

れ、視野も格段に広がるはずです。

毎年開催する「キャリア開発シンポジウム」では、精神科病院や福祉施設、一般企業など

広い分野で活躍する卒業生が、勉強の仕方、就職活動、現在の仕事などについて話して

くれます。精神保健福祉、実践心理の両コースとも、専門分野で資格を持つ教員が相談を

受け、就職や進学をサポートします。

実践心理コースでは、ストレス社会といわれ

る現代において、人々が心や社会の諸問

題により良く対処し、身体的、精神的、社

会的に良好な状態を維持し、充実した生活

を営むための心理学的な支援アプローチを

実践的に学修します。

1年次は心理学の基礎固めを行い、2年次

からは、応用・実践系科目を中心に履修し、

専門性を高めていきます。

公認心理師国家試験の受験資格取得をめ

ざす場合、3・4年次に必修となる｢心理

演習｣｢心理実習｣を含めた指定科目27

科目60単位を修得することで、学士課程

における要件を満たすことができます。

中野 理沙子
健康福祉学群
精神保健福祉専修2年
広島県 広島三育学院高等学校出身
公募制推薦入学者選抜

Interview

公認心理師資格
カリキュラムに対応
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健康科学専修
スポーツや福祉の現場を「スポーツ科学」「健
康科学」の視点から学びます。幼児から高齢
者まで幅広い年齢層の「健康」を「からだ」と
「こころ」から理論的に探求していきます。さ
らに福祉や保育など関連する科目も学ぶこと
で、心のケアもできるカウンセリング・マインド
を持った保健体育科教員、健康・スポーツ
指導者をめざします。

この専修は 保育専修

大学で得た専門性を確実に社会で活かせるよ
う、実習から就職までを丁寧につなげるプログラ
ムを用意しています。例えば「実習報告会」で
は、実習後、各自が体験発表を行うことにより、
言語化する力、第三者に客観的に伝える力、
考察する力、他者の多様な事例や考えを理解
し、視野を広げる力を養います。また「キャリア
開発シンポジウム」では、保育所、幼稚園、児
童養護施設などで活躍しているOB・OGから、
やりがい、大変さ、工夫を直に聞くことにより、
仕事をより身近なものとしてイメージすることがで
きます。

｜キャリアサポートプログラム｜

保育の技能と、幅広い専門分野を学ぶこと
ができる専修です。保育所・施設・幼稚園
などの実習先も充実しており、授業で学んだ
知識を実践力に結びつけることができます。さ
らに福祉や心理、健康科学なども学ぶこと
で、心身両面から子どもや保護者をサポート
できる保育者をめざします。

この専修は

保育所／幼稚園／認定こども園／児童養護施設／子ども関連企業／進学・留学

｜将来の進路｜

実習報告会キャリア開発シンポジウム

◀スポーツ医学概論
スポーツにおけるケガや病気、メディカルチェックの意義を学びます。ま

た、アスリート（スポーツをしている人）のケガや障がいの防ぎ方を学ぶ

ことでパフォーマンス向上のための指導法を修得します。

スポーツ栄養学
特に運動時におけるエネルギー利用の仕組みやエネルギーおよび栄

養素の必要量を理解し、能力の発揮と食事・栄養の関係性、食事

の摂り方などについて学びます。

発育発達学
乳幼児期から成人に至るまでの発育発達の個人差や、走・投・跳と

いった基本的動作の発達について学びます。さらに、加齢に伴う人

体の老化についても、理解を深めます。

◀専攻演習（ゼミ）
3年次になると自分の興味のあるテーマの授業を履修できます（通称

「ゼミ」）。たくさんのゼミの中には、小学校との交流活動を通じて保

幼小連携の大切さを体験的に学ぶものもあります。

児童英語入門／保育の英語Ⅰ・Ⅱ
保育者と外国人の子ども、保護者との意思疎通の手段としての英語

に着目し、保育の生活場面を題材にした英語によるコミュニケーショ

ン能力を育成します。

保育実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ／教育実習
保育所、福祉施設、幼稚園の計4回の実習を通して、保育者になる

ための大切な技術や考え方を着実に身につけていきます。現場で実

践力を十分に発揮できるよう、丁寧な事前・事後指導を実施していま

す。

将来の進路や各自のキャリア形成を考えるセミ

ナーやシンポジウムを実施するほか、各界で活

躍する第一人者を招き「プロフェッショナルの仕

事」について聴講する特別プログラムなども開

催しています。2016年から2018年は、ロンド

ン・リオパラリンピック日本代表トレーナー・菊

地孝明氏を招き、「オリンピック・パラリンピック

の現場から」をテーマに講演を行いました。

｜キャリアサポートプログラム｜

保健体育科教諭／スポーツ・健康関連企業／スポーツ指導者／インストラクター／進学・留学／公務員・その他民間企業

（サービス業）

｜将来の進路｜

五十嵐 智哉
健康福祉学群 健康科学専修4年
東京都 東京大学教育学部附属 
中等教育学校出身
一般入学者選抜

池邉 由佳
健康福祉学群 保育専修4年
大分県 明豊高等学校出身
AO入学者選抜

Interview Interviewスキーメーカーの学生チームに所属しているため、母校のスキー
実習に指導員としてよく参加しています。このとき、健康科学
専修で学んだことが活かされます。例えば、パフォーマンス
の維持を生理学で理解し、能力の引き出し方をコーチングを
通して学ぶ、といった具合です。コーチやトレーナーだけでな

健康福祉学群には、学生たちが自主的に参加できる「研究
会」があり、私はそのなかの「保育方法研究会」に所属し、保
育所や幼稚園の行事で、手遊びや読み聞かせなどを披露し
ています。はじめて見学したとき、保育士さんのように子ど
もと関わる先輩たちの姿に感動したのを覚えています。保

く、私のように保健体育の教員をめざす人にも健康科学専修
の知識は有意義です。子どもの運動能力が飛躍的に伸びる
時期「ゴールデンエイジ」が注目される今、スポーツ科学、健
康科学が日本の教育現場に与える影響はとても大きいと感
じています。

育専修で学修していくうちに、先輩たちの実践力にも納得。
保育専修では、子どもたちとふれ合う機会が多く設けられて
いるからです。私も2年間で保育実習を3回も経験しました。
神経を使い、覚えることが多い保育実習ですが、子どもたち
の笑顔の前では、その苦労も吹き飛んでしまいます。

｜科目紹介｜ ｜科目紹介｜
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「ありがとう。こんなに感動したのは久しぶりです」。学外の演習で小さ

な舞台に立った際に、来場者からかけられた言葉です。両目に涙を浮

かべたその人の表情は、役者の道を志す私の胸に深く突き刺さりまし

た。演劇は、他者の心にふれ、掻きたてる力を秘めている。本質を目

の当たりにした瞬間です。演じる私とそれを観る人の間で生じる相互

作用、演劇の魅力からは逃れられません。

観客の涙で気づいた、演劇の魅力私が変われば、世界が変わる。

で変わる私。

COLLEGE OF PERFORMING AND VISUAL ARTS

はるか古代にさかのぼる、人間と芸術の歴
史。人間の「創造したい」「表現したい」とい
う欲求は、なぜ存在するのでしょう。この学
群では、演劇・ダンス、音楽、ビジュアル・アー
ツの3つの視点から芸術をとらえ、社会にお
ける芸術の役割を理論と実践の両面から追
究し、地域コミュニティのパートナーとして、
私たちの教育と研究の成果を活かすことをめ
ざします。

「演劇・ダンス」「音楽」「ビジュアル・アーツ」の3つの専修

があります。各分野の歴史から現代における状況把握まで、

芸術の世界に生きる者にとって必要な基礎的知識を身につけ

ることができます。さらに、その知識のうえに立って企画・制作、

創作・表現のための専門的な技術、具体的手法を体系的に

学んでいきます。理論と実技のバランスがとれたカリキュラム

が特色です。

芸術文化学群では、それぞれの分野の現役で活躍するプロ

フェッショナルが授業を担当しています。授業を通じて現場に

即した知識が身につくほか、学内外での実習や発表、公演な

ど、実際の体験を通じて学ぶことができるチャンスも数多く用

意されています。そうした体験的な学びで得られた人とのつな

がりから、新たな表現のチャンスを獲得する学生も少なくありま

せん。

国内、海外で芸術を学ぶ機会が豊富に用意されているのも、

芸術文化学群の魅力です。「海外芸術研修プログラム」では

海外での芸術鑑賞や劇場などの施設見学を体験することがで

きます。また、海外アーティストを招いての学内でのレッスンな

どもあります。世界各国の芸術を学ぼうとする学生のために英

語をはじめとする語学教育も充実しています。

3つの専修で「創造」と 
「表現」を学びます。

学群共通科目 芸術鑑賞 ジョイント制作

第一線で活躍するアーティスト 
から学ぶことができます。

国際的な視野と感覚を 
育成します。

学びのPOINT

科目ピックアップ

3つの専修と4 年間の流れ

芸術作品を的確に鑑賞し優れた創作活動を行うには、古今

東西の教養が必要となります。ある芸術作品が、なぜその時

代にその土地で生まれたのか。多様な文化的背景を理解しな

がら、そこから何かを学び取って自らの創作活動に役立ててい

く。学群共通科目は「芸術」にとって共通の基礎知識と教養

を学ぶ科目です。

芸術の良き創作者は、芸術の良き鑑賞者でもあります。さまざ

まな芸術作品を見聞し、どんなところが優れているのか、ある

いは、どんなところが劣っているのかを見抜く目を養います。ま

た、長い年月をかけて築きあげられてきた芸術創作の技術を

五感を総動員して実体験することで、自らの創作技術を高め

ていくことをめざします。

個人創作だけではなく、集団創作にも取り組めるのが大学で

芸術を学ぶメリットのひとつ。縦割りでない学群制の特長を活

かし、異なる表現分野の学生が集い、総合芸術の制作を行う

チャンスがあります。表現分野によって違いがある考え方やと

らえ方を学びながら、異分野が融合することで何が生まれるの

か、創作表現の可能性を探ります。

芸術文化学群
演劇・ダンス専修／音楽専修／ビジュアル・アーツ専修

舞台芸術の基礎を幅広い視点で学ぶ

音楽人として必要な基礎力を固める

専門的な知識を深め、表現力を磨く

さまざまな分野にふれながら、表現力を磨く

実践を通して、応用技術を修得する

知識・技術ともに専門性を高める

プロとしての活躍を見すえて自分を高める

付加価値を持つ音楽人へ

演劇・ダンス
専修

セメスター

学期 春

1 3 5 7

春 春 春秋

2 4 6 8

秋 秋 秋

年次 1 2 3 4

音楽専修専修

音楽教員
免許状

ビジュアル・アーツの基礎となる
技術・知識の修得

実技科目を自由に 
組み合わせ、自分の学びをつくる

オリジナリティと表現技術を追究し、専
門性を高める

4年間の学びの集大成となる卒業研究作
品の制作、そして社会へ

東洋音楽史／西洋音楽史／民族音楽研究／現代音楽史／音楽学／器楽概論／現代の作曲技法／ピッチクラス集合論／ヨーロッパの大衆音楽／管弦楽概論／オペラ論／ミュージカル論／礼拝学／賛美
歌学／宗教音楽史／音楽療法

西洋美術史概論／西洋美術文化史／日本美術史／東洋美術史／西洋建築史／日本建築史／建築文化論／現代美術論／ランドスケープ文化論／ファッション文化論／工芸概論／デザイン論／デザイン史／色彩学
／メディア表現論／テキスタイル・マテリアル論／脚本入門／映画演出原論／映画撮影技術論／映画・映像史／映画論／映像論／アニメーション論／ドキュメンタリー論／映画音響デザイン論／映画理論研究

上演芸術入門／音楽入門／美学／芸術概論／芸術と人間／芸術と社会／日本文化論／西洋文化論／アジア文化論／社会文化・メセナ論／知的財産権通論／シアターマネージメント論／音楽マネージメント論／アート
マネージメント論／メディア論／映像ビジネス論／芸術文化研修／芸術文化基礎／インターンシップ

劇場文化史／海外演劇特殊研究／日本演劇史／日本近代劇研究／日本現代劇研究／日本古典劇研究／古典演劇作品研究／宗教劇研究／演劇論／戯曲演習／演出研究／制作基礎／分析批評入門／舞
踊論／身体原理入門／コミュニティダンス論／舞踊文化比較論／演劇芸術応用論

ソルフェージュ／和声学／対位法／楽曲分析／ミュージカル演習／楽曲身体表現演習／ミュージカル歌唱法／舞台音楽演習／器楽実技／ピアノ／声楽／管楽合奏／弦楽合奏／管弦楽合奏／伴
奏法／合唱／指揮法／作曲／コンピュータ音楽／音楽音響プログラミング／マルチメディア・プログラミング／ハンドベル／パイプオルガン／ゴスペル／オラトリオ

舞台芸術基礎／上演実技／技術スタッフ基礎／照明・音響演習／舞台美術と舞台運営／上演美術研究／舞台監督の仕事／前衛の世界／オーディオ・ドラマ／映像身体表現演習／日本古典劇演習
（狂言）／東洋演劇演習（京劇）／身体訓練演習／発声朗読法／演劇芸術応用演習／ダンス・クラシック／ダンス・コンテンポラリー／日本舞踊／コミュニティダンス演習／詩と朗読／詩と創作

講義科目：

講義科目：

講義科目：

実技・演習科目：

実技・演習科目：

ビジュアル・ 
アーツ専修

学群共通科目

美術教員
免許状

専攻演習Ⅰ・Ⅱ／卒業研究Ⅰ・Ⅱ

ビジュアル・アーツ基礎／美術演習／色彩構成演習／フォトアート演習／デザイン演習／テキスタイル演習／コンピュータ造形／映像社会学演習／映像制作／脚本演習／映画技術実習／映像編
集演習／映像音響演習

実技・演習科目：

本町田 
キャンパス（仮称） 
OPEN！（予定）
▶p.009

この学群がめざすこと

浅野 郁哉
芸術文化学群 演劇専修 
（現：演劇・ダンス専修）
2019年 3月卒業
岡山県立倉敷青陵高等学校出身
AO入学者選抜
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演劇・ダンス専修 音楽専修

妻神 佳乃子
芸術文化学群 演劇専修（現：演劇・ダンス専修）3年 
宮城県 宮城学院高等学校出身
AO入学者選抜

前川 綾音
芸術文化学群 音楽専修4年 
東京都 八王子実践高等学校出身
AO入学者選抜

健常者と障がい者が分け隔てなく楽しめる舞台をプロデュースしてみたい。

みんなが「平等」に楽しめること、それが芸術のあるべき姿だと考えて

います。中学生のころから演劇をはじめ、周囲の人たちからは女優志望

だと思われていたようです。けれども、今魅力を感じるのはプロデュース。

プランを立ちあげ、脚本家、役者、演出家を配置して、舞台を成功に導く。

ゼロから1を生み、10まで昇華させるプロデューサーの仕事が面白いで

す。桜美林大学は、刺激と学びに満ちた私の「居場所」。さまざまな授

業、そして仲間たちが、私に目標を教えてくれました。この場所から、誰

もが感動できる舞台をつくっていきたい、そんなことを考えています。

中学校と高校では吹奏楽部。専門的に学んでいるのはアルトサックスです。

先生方は、第一線で活躍する演奏者ばかり。「最高のお手本」から個別

指導を受けられるので、練習にも身が入ります。さまざまな楽器の奏法

だけではなく、作曲やコード進行など、実技以外の科目も充実していて

理論に強くなりました。技術と知識を掛け合わせて、演奏の説得力、表

現力が何倍にも増した気がします。集大成は、学生主催の演奏会。全

学年で吹奏楽団を構成し、演奏を披露します。こうした発表の場が豊

富にあり、日ごろの鍛錬が欠かせません。高校の吹奏楽部の仲間から

「音色に感情がのって、やさしくなった」と評価されたことも。日々の研

鑽が実を結んでいるようです。

総合芸術である「演劇」の実技と理論を学びます。実技では演技・ダンス・スタッフワーク、

プロデュースなどの実務を習得。理論では、古今東西のさまざまな演劇に関する知識

を身につけます。また、自発的な活動や実践的な学びを通じ、演劇界の中核を担う人

材を育成します。劇場以外の場所で演劇活動を応用するワークショップなども体験します。

自動作曲など近年のコンピュータ技術の進展とレーザーやコンピュータ・アニメーショ

ンなどさまざまな新しいメディアの登場により、音楽制作の領域には大きな変革が生

じています。芸術文化学群音楽専修ではこの変化に対応し、和声学やオーケストレーショ

ンなど伝統的な作曲技法を着実に学ぶと同時に、JavaやPure Dataなどのプログラミ

ング言語、最先端のコンピュータ音楽言語RTcmixによる音響合成や音響処理などの

信号処理技術、ピッチクラス集合論や音楽認知学など最先端の作曲理論と音楽理論

を学び、従来にはない新しい音楽・音響作品およびマルチメディア芸術を探求します。

身体基礎訓練のメソッドを活かした身体トレーニングを徹底し、ダンス（バレエ、コン

テンポラリーダンス、日本舞踊）を演劇教育の近くに配置することで、演劇的な表現を

併せて学びます。この特徴を最大限に活かしながら、自分の身体を表現行為へと発展

させる「学び」とともに、学内外への発表活動を通じ、未来の表現者となり得る若い力

を育成します。またダンスの力を地域社会で活かすコミュニティダンスのファシリテーター

の役割も学びます。

1・2年次で基礎力をつけ、3年次からスキルを磨きつつ応用の幅を広げていくのが、

音楽専修の基本的な学びの流れです。入学までに本格的な音楽基礎学習の経験のな

い学生も心配は不要。レベル別にクラス分けが行われます。また演奏技術だけを伸ば

すのではありません。音楽史、音楽理論、民族音楽研究などの知識も、音楽生活を豊

かにし、表現力に幅を与えるために大切です。本専修はこうした講義科目も充実させ

ています。さらに体幹トレーニング、音感と身体表現を連携させた独自の身体トレー

ニングなど、新たな音楽教育も取り入れています。

芸術文化学群が主体となって、演劇やダンスなど舞台芸術を製作するプログ

ラムがOPAL*。プロの演出家・振付師が指導し、学生がスタッフ・キャストを

務めます。学外の演劇・ダンス愛好者の評価も獲得できる高いクオリティが

特色となっており、毎回、足を運ぶファンも少なくありません。ハイレベルの

公演ができるのは、プロと学生が真剣勝負でぶつかり合うから。プロならでは

の豊富な経験や的確な指導と、学生ならではの打算のない情熱がひとつにな

ることで、これまでになかった舞台が生み出される。そんな可能性に満ちてい

るのがOPALなのです。 *OPAL＝桜美林大学パフォーミング・アーツ・レッスンズ

音楽専修で声楽、器楽、作曲などを学ぶ学生が、演劇・ダンス、ビジュアル・アー

ツ専修の学生と協力して、ミュージカルの舞台をつくりあげます。演出、照明、

舞台美術、音響という、パフォーマンスになくてはならない諸分野がそこに結集し、

総合的なショーが生まれます。さらに、上演の運営を通してショービジネスに

必要なことを体験的に学修することができます。

｜演劇｜

｜アート×テクノロジーを学ぶ｜

｜ダンス｜

｜表現力と知識を育てる独自の音楽教育｜

プロと学生がぶつかり合うプログラム

ミュージカルを通してショービジネスを学ぶ

舞台芸術に関する教養をはじめ、企画・制作の手法、俳優やダンサー、スタッフとし
て必要な知識・技術を体系的に学びます。さらに、教員や学生とともに実際の「公
演」を作りあげるなかで、企画・立案する力や表現の技術、コミュニケーション能力
に磨きをかけていきます。また、演劇やダンスと社会とのつながりを重視し、演劇、ダ
ンスの特質を応用した社会問題に対するさまざまな取り組みを学びます。また、グ
ローバルな時代だからこそ、日本の伝統芸能文化を学ぶ機会を多く設けています。

クラシック音楽に加え、邦楽、サウンド・クリエイション（作曲）、音楽音響プログラミ
ング、オペラ、ミュージカルなどの各分野を学ぶことができます。従来の理論と実技の
融合を図る学修のほか、体幹トレーニング、音感と身体表現を連携させた独自の身体
トレーニングなどをカリキュラムに取り入れ、新たな音楽教育を展開します。また、音
楽的感性や技術などを磨き、深い人間性と高い音楽技能を修得するため、関連する
音楽学、音楽史、民族音楽研究、管弦楽概論、オペラ論などの理論系科目を配置
して、演奏技術や感性だけではなく、音楽全般の知識も修得させる教育を行います。
実技科目は全て、各分野の第一線で活躍する教員が丁寧に一人ずつ個別指導をし
ます。

この専修がめざすこと この専修がめざすこと

舞台芸術研究（演劇OPAL） 専攻演習：管弦楽演奏

市民参加企画／銀河鉄道の夜 パイプオルガン授業 専攻演習：ピアノ発表会

舞台芸術研究（ダンスOPAL） オペラ公演：「フィガロの結婚」

技術スタッフ応用 ミュージカル公演：「ヘンゼルとグレーテル」

日本舞踊

ダンス・コンテンポラリー 和声学授業
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2020年4月 
さまざまな芸術活動が交流する 
「本町田キャンパス（仮称）」開設へ
東京都町田市本町田の約31,500㎡の広大な空間に、演劇・ダンス、

音楽、ビジュアル・アーツを学ぶ芸術文化学群の新キャンパスが誕

生します。

芝生広場を中心に東西に伸びやかに広がる3階建ての校舎を配置し、

教室棟、スタジオ棟、音楽棟など、用途に合わせて5つの建物で構

成されます。2021年4月には劇場・ホール棟を整備し、学生約1,600

人の芸術創造や交流、発信の拠点となります。

また、大規模団地「山崎団地」と隣接している本キャンパスは、地域

との共生をめざし、地域に開かれた中央広場、東側広場の計画を進

めており、地域活性化の拠点としても期待されます。劇場・ホール

以外にも屋外や屋上にオープンスペースを確保。ラーニング・コモ

ンズの場がキャンパスの至る所に用意され、さまざまな芸術活動が

交差するアートの空気に満ちた学びの場になります。キャンパス内

には、芸術分野の図書をそろえた専門図書館も設置される予定です。

※イメージ図のため、変更になる場合があります。

NEWS
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術
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Topics 「京劇」で学ぶ東洋の表現

ビジュアル・アーツ専修

｜ファインアート｜

｜デザイン｜

｜映画・映像・アニメーション｜

芸術的価値をひたすら追究するファインアート。商業美術や応用美術、工芸とは違い、表現

としてのクオリティのみが問われるため、表現者に欠かせない大切な基本を学べるのがファイ

ンアートと言えるでしょう。ビジュアル・アーツ専修では、西洋画や彫刻に加え、日本画や染

織、陶芸といった日本が世界に誇るアートを学ぶ科目も豊富に配置しています。各アートの

基礎表現力を身につけたうえで、さらなる高みをめざしたり、他のアートへの広がりをめざすこと

もできます。変化する学生の興味・関心に柔軟に対応できるカリキュラムを編成しています。

デザインとは、「設計」のこと。芸術や美術的な意味も含みつつ、小さな日用品から都市と

いった大きなものまで、デザインの対象は広がり続けています。ビジュアル・アーツ専修では、

「デザインとは何か」を学んだうえで、グラフィックデザインやプロダクトデザイン、メディアデ

ザインなど、広大なデザインの世界を学んでいきます。また、言語を使わず情報を伝達する「コ

ミュニケーションデザイン」に対するニーズの強まりも受けて、美学、デザイン論、文化論な

どの科目の充実を図っています。

例えば、人物が道を歩くシーン。それが実写の映画なのか、アニメーションなのか、その他の

映像作品なのかにより、それぞれ描写の仕方が異なります。「映像」の世界は広大で、ドキュ

メンタリー、テレビCM、ミュージックビデオ、あるいはスマートフォンなど携帯デバイスで視聴

する映像など多種多様にあり、すべてアプローチが違います。ビジュアル・アーツ専修では、

映画ドラマやドキュメンタリー制作と並行して、アニメーションや3DCG制作にも力を入れて

いきます。多彩なメディア表現にふれて育った世代ならではの感性を活かせるよう、多様な

映像制作を修得できるプログラムを導入します。

プーサプスワン・タナポン
芸術文化学群 造形デザイン専修（現：ビジュアル・アーツ専修）4年 
タイ王国 サイパンヤーランシット中高等学校出身
留学生入学者特別選抜

デザイナーへの憧れと日本文化への興味が抑えられなくなり、桜美林

大学への留学を決意しました。1年次はドローイングやレイアウトの基

礎を学び、2年次以降はその基礎を応用して、よりハイレベルな課題に

取り組みます。私が興味を持っているのは広告のデザイン。母国・タイ

の広告は、仏教にまつわるデザインをよく取り入れますが、日本は、シ

ンプルなデザインが多い印象。しかし、そのシンプルさの裏側には、デ

ザイナーの工夫や独創性が秘められています。授業の課題で参加する

デザインコンペでは、そのことを強く意識しました。最近は、個人でデ

ザインを受注することも増えてきました。いずれは、日本の広告デザイナー

として活躍したいです。

実技・実習系はビジュアル・アーツの3つの領域、「ファインアート」「デザイン」「映
画・映像・アニメーション」などを中心に学びます。ビジュアル・アーツの領域は広
く、1年次に美術、工芸、テキスタイル、グラフィックデザイン、マルチメディア、映画、
アニメーションなどの分野に関する理論と実践を横断的に学び、各自がビジュアル・
アーツの「学び」の土台を築くことからはじめます。学生は自らに潜在する多様な発
想や技法を見出し、興味のある分野を自由に組み合わせ、複合的に学ぶことで新た
な価値を創造する力を養成していきます。

この専修がめざすこと

芸術文化学群専用の留学プログラムです。語学プログラムに加え、ボランティア活動や本場の芸術体験を通して他国の文

化を吸収し、国際感覚を養います。

対象：2～ 4年次／留学期間：秋学期の1学期間（14～ 16週間）／派遣先：アメリカ、イギリス

芸術文化学群グローバルアウトリーチ（GO）
プログラム／中期プログラム

海外でのミュージカルの鑑賞、劇場のツアーや音楽院でのレッスン、美術
館の視察やデザインの実習など多彩なプログラムが組まれています。期間
は1～4週間程度で、プログラムによって異なります。

●イタリア文化研修 27日間

●ロンドン演劇研修 8日間

●ロンドン芸術大学 アート＆デザイン研修  10日間

●オランダ・ドイツ音楽研修　1週間

海外でも芸術に触れる機会を多く設けています。芸術の現場で味わい、
魅力を知るだけでなく、鑑賞のツボを押さえ、今後の自身の芸術活動、
また文化を普及し支援していくような活動に活かせるプログラムです。

短期海外研修プログラム

音楽研修（写真はドイツでの研修の様子）※期間、プログラムは2018年度実績。

海外留学でより多くの芸術にふれる。

京劇とは、世界無形文化遺産にも登録されている中国の国劇のこと。東
洋の代表的な伝統芸能のひとつです。芸術文化学群では、京劇女優が学
生を指導、京劇作品の一般上演を行っています。国内公演のほか、中国
政府招聘による中国公演をこれまで3回実施し、高い評価を受けています。
2017年は、日中国交正常化45周年記念の文化公演として、東京公演のほ
か、立命館大学、京都外国語大学森田記念講堂で京都公演を行いました。
指導にあたった袁英明教授と馬征宏講師が特別出演したほか、京劇の最
高学府である中国戯曲学院からも楽師、化粧師らが参加。『秋江』『三岔口』
『拾玉 』、そして有名な白蛇伝から『盗仙草』を上演しました。

2017年 京都公演
「美術演習」の平面作品制作

「デザイン演習」のプレゼンテーションの様子

実習での撮影風景

「美術演習」の立体作品制作

学内でのデザイン作品展の開催

「映像音響演習」の授業風景 桜美林大学 芸文

学群についての
情報をcheck!
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桜美林大学のキャリア開発センター（CADAC）には経験豊かなキャリアアドバイザーが常駐し、学生一人ひとりの進路支援を行っています。就職率の向上だけで

なく、学生が社会において主体的・長期的に活躍できるよう、自律的な進路選択による満足度の向上を重視しています。学生一人ひとりの「将来、何がしたいの

か」という思いを丁寧に引き出し、就職後のミスマッチを防ぐことにより、早期離職の抑制にもつなげています。少しでも早く自分の将来の目標や自分の特性を

見出し、企業で長期的に活躍できる人材となるよう、一貫したキャリア形成支援を行っています。

キャリア開発センターは、入学から卒業まで学生の将来設計（キャリアデザイン）を支援しています。卒業後
の多様な進路を見すえ、イベントの企画から実施まで行い、また「専門」のキャリアアドバイザーに相談でき
る環境を提供し、納得感の高い進路に出会えるようサポートしています。
また、教員と密接に連携し、全学的な支援体制を構築しています。

キャリアアドバイザーが支援します

CADAC

キャリア開発センター 
Career Development Assistance Center

キャリア開発センターとは

4年間のキャリア支援プログラム

授業（例）

キャリア支援
 プログラム（例）

インターンシップ支援も充実

キャリアデザインA
自己探求グループワークを通して、大学で学
びたい専門分野とその理由を明確にしていき
ます。

1 年次

キャリアデザインB
発展的な授業により、「卒業後になりたい自
分とそのための行動を立てること」をめざし
ます。

2 年次

キャリアデザインC
卒業後の進路、長い人生におけるキャリアとは
何かを体系的に考えていきます。

キャリアデザインD
具体的にかつ個別に考え、実践的な就職活動
の準備に向かいます。

4 年次3 年次

学内合同企業説明会
学内に人事・採用担当者を招き、説明会を行うイ
ベントです。桜美林大学の学生の採用に積極的な
企業が多数参加し、この説明会をきっかけに内定
を獲得する学生も多くいます。

インターンシップ
国内・海外インターンシップ ほか

ガイダンス
インターンシップガイダンス ほか

ガイダンス
インターンシップガイダンス／公務員説明会 
ほか

講座
公務員講座

講座
公務員講座／
マスコミ講座 ほか

ガイダンス
進路支援ガイダンス／
インターンシップガイダンス／
公務員説明会 ほか

就職支援イベント
業界研究セミナー／マナーセミナー／履歴書&
エントリーシート・面接・グループディスカッ
ション対策／SPI対策・模試／航空業界就職
対策講座 ほか

Career Handbook
(就活手帳）配布

キャリアアドバイザーによる
個別相談

アクセスヒューマネクスト／いちよし証券／イノベイションオブメディカルサービス／ウエルシア薬局／ANAスカイビルサービ
ス／エコ配／SMBC日興証券／エフエムさがみ／小田急リゾーツ／オンワード樫山／キーウェアソリューションズ／協進印刷
／共立メンテナンス／くらしの友／グランドハイアット東京／さきがけ税理士法人／京王観光／相模原市役所／サミット／三
愛石油／シミズオクト／新宿観光振興協会／生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ／西武信用金庫／セディック・ドゥ
／タカキュー／多摩信用金庫／東急グルメフロント／東急ストア／東京海上日動火災保険／東邦ホールディングス／戸田建
設／トータス／なつコーポレーション／ニチイケアパレス ／ネッツトヨタ横浜／橋本産業／ブレイン＆アーティスト／ホテルメ
トロポリタン／ホンダカーズ神奈川北／マイケルギオン／町田市役所／三井住友銀行／水戸証券／ミニミニ／横浜旭中央総
合病院／幼児活動研究会／LAVA International／ルネサスイーストン／LEOC／ワタキューセイモア　ほか

インターンシップとは、学生のうちに企業などで業務体験をし、将来自分がどんな職業に就きた

いのかを考える制度です。インターンシップに参加すると、企業が自分たちに何を求めているの

か、また自分はその企業で何ができるのか、何をしたいのかを確認することができます。

キャリア開発センターでは、みなさんが安心してインターンシップに参加できるよう相談のみなら

ず、さまざまなコンテンツを用意しています。

I nt e r ns h i p
インターンシップガイダンス／インターンシップ履歴書･エントリーシート書き方講座／インターンシップマナー講習会／
インターンシップ事後講習会／事前･事後面談　など

インターンシップ
支援イベント

主な受入先企業 
※五十音順
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教職センター
各資格取得者数
【2017年度実績】

教職課程

中学校1種免許状 93人
高等学校1種免許状 94人
学芸員課程

資格取得者 46人

中高1種免許状取得件数教科別内訳
【2017年度実績】

教科・免許種 件数

国語
中1種 16
高1種 16

社会 中1種 11
地理歴史 高1種 11
公民 高1種 10

数学
中1種 5
高1種 5

理科
中1種 9
高1種 9

情報 高1種 1

教科・免許種 件数

英語
中1種 10
高1種 10

音楽
中1種 2
高1種 2

美術
中1種 4
高1種 4

保健体育
中1種 37
高1種 37

福祉 高1種 1
件数 200

教職課程

桜美林大学では、教職をめざす学生を支援するための「教職センター」

を町田キャンパスに設置するなど、目標達成に向けた努力を続けられる

よう、きめ細かく支援しています。各学群の専門科目、教職課程に関する

学修を深めるのはもちろん、近隣の小学校・中学校・高等学校への教育

ボランティアなどにも積極的に参加。実際の教育現場を知ることで、実践

能力に秀でた教員をめざします。

▶ 徹底した個別指導
「履修カルテ」は自分がなぜ教員をめざすのかという
ことを深く掘り下げるとともに、４年間の学修の積み
重ねや活動記録を振り返ることができるポートフォリ
オでもあります。指導教員との個人面談や、教員採用
試験の際の自己アピールでも役立ちます。

▶ 教職における自主学習
実際の教育現場と同じ環境を整備した「教職演習室」
を使って、自主学習を行っています。わかりやすい授業
進行や板書を確認するための模擬授業、教育討論会
を行うほか、教育実習を終えた先輩を招いてその経験
を共有することで「教職」を深く学びます。

▶ 博物館実習設備も充実
視聴覚実習機器や展示機材のほか「モバイルプラネタ
リウム」など、新しいスタイルの実習施設・設備を導入
しています。多彩な実習プログラムのなかから、自分の
興味や志望進路に合ったものを選択することが可能
で、博物館に対する社会的ニーズの変化に合わせ、実
践的に学んでいきます。

▶ 博物館学芸員の多彩な業務にも対応
展示の実務や資料の調査・整理などの基本的実務だ
けではなく、バリアフリー展示やハンズ・オン教育の方
法、ポスターやカタログのデザインなど、博物館学芸員
に求められる各種スキルの習得も重視しています。学
内にある資料展示室の案内チラシも、実習の成果を活
用しています。

▶ 教員採用試験突破のために
教員採用試験は都道府県ごとに試験内容が異なりま
す。桜美林大学ではその傾向を分析して、志望する都道
府県ごとに分かれて対策講座を行っています。また、公
立と私立では採用試験の内容が異なるため、個別面談
の際に必要となるノウハウを指導します。

▶  学群制における多様な教員免許状とその特色
多彩な専攻プログラムを展開するリベラルアーツ学群で
は入学後、専攻プログラムに合わせて多くの教員免許
状から選択できることが大きな特色です。実践的な健
康福祉学群、芸術文化学群においては学群の専門性を
重視した教員免許状の取得が特色です。

※健康福祉学群保育専修の学生のみ履修できます。

教職をめざす人に
「博物館学芸員」は、博物館・美術館・科学館・動物園などで、資料の収

集、整理・保管、調査・研究、教育・普及活動を担う国家資格の専門職で

す。桜美林大学では、専門知識や技術を修得するための施設・設備や、実

践的プログラムが充実しています。教職センターでは、博物館のほか、大

学院進学、関連企業などへの就職も視野に入れた、多彩な指導を行ってい

ます。

博物館学芸員課程について
国語

社会

数学

理科

外国語 （英語）

外国語 （中国語）

中学校教諭１種免許状

リベラルアーツ学群

芸術文化学群

健康福祉学群

高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状

高等学校教諭１種免許状

中学校教諭１種免許状

高等学校教諭１種免許状

幼稚園教諭１種免許状 ※

音楽

美術

音楽

美術

保健体育

保健体育

国語

地理歴史

公民

数学

理科

情報

外国語 （英語）

外国語 （中国語）

※ビジネスマネジメント学群生および2020年度にキャンパス移転を予定している芸術文化学群生は、町田キャンパスで科目を履修する必要があります（航空機操縦士は除く）。
　なお、時間割の関係上、４年間でも資格取得が困難な場合があります。

桜美林大学で取得できる資格等
教育職員免許状

中学校教諭１種免許状
高等学校教諭１種免許状

学校図書館司書教諭

博物館学芸員

社会福祉士＜受験資格＞

精神保健福祉士＜受験資格＞

公認心理師＜受験資格＞

認定心理士

健康心理士

健康運動実践指導者

スポーツ指導者養成講習会

初級障がい者スポーツ指導員

保育士

幼稚園教諭１種免許状

社会福祉主事＜任用資格＞

児童指導員＜任用資格＞

航空機操縦士

ECO-TOPプログラム

ー教職課程の履修登録者のみ。資格取得は教員免許状取得が条件。ー

社会福祉専修のみ

保育専修のみ

保育専修のみ

健康科学・精神保健福祉専修のみ

精神保健福祉専修・実践心理コースのみ心理学専攻プログラムのみ

精神保健福祉専修のみ

健康科学・精神保健福祉専修のみ

フライト・オペレー
ションコースのみ

リベラル
アーツ
学群

グローバル・
コミュニケーション

学群

ビジネス
マネジメント
学群 ※

健康福祉
学群

芸術文化
学群 ※1

（　　　　）

資
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取
得
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教職センターは、教職課程と博物館学芸員課程に

関する履修相談、実習のための準備、資格取得のサ

ポートを行います。さらに採用試験突破のための個

別指導にも力を入れ、近年、教育現場に多様な教科

の教員を送り出しています。実践力の養成のために

模擬授業教室や自習室を備え、採用試験に向けた

学生の自主的な取り組みを支援します。
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先 輩 からの
メッセージ

C h a n g i n g  m y s e l f ,  c h a n g i n g  t h e  w o r l d

「私が変われば、  世界が変わる。」

I N T E R V I E W  2 0 1 9

│ 内 定 │
学校法人
三幸学園

│ 内 定 │
国内最大手
ITサービス企業

将 来 へ の 道を照らした
キャリアデ ザインの力 。

小林  孟司
芸術文化学群
造形デザイン専修
（現：ビジュアル・アーツ専修）

2019年3月卒業
千葉県立若松高等学校出身
一般入学者選抜

キャリアデ ザインの力 。

凸版印刷の業務で惹かれたのが、メディア制作やPR事業な
どに関わる企画職。ゼミで学んでいたマーケティングやデザ
インと重なるものがあり、アイデアと行動力次第で企画の可
能性はいくらでも広がります。「凸版印刷で働きたい！」。そ
う決意してからは「キャリアデザイン」で学んだ自己分析を
繰り返す日々。自分の手がけた作品とにらめっこして、社会
に何を伝えたいのか自問自答しました。悩むあまり、深夜に
もかかわらずゼミの先生に相談したことも。結果、価値あるも
のを社会と共有することが私の原動力なんだと気づきまし
た。それが私自身の可能性であり、人の心を動かす企画の骨
子になるのだと思っています。

現 場に近い学びが
夢の実 現と自信に。

佐藤  穂乃香
ビジネスマネジメント学群
アビエーションマネジメント学類
エアライン・ホスピタリティコース

2019年3月卒業
神奈川県立海老名高等学校出身
一般入学者選抜

夢の実 現と自信に。

│ 内 定 │
全日本空輸
株式会社

│ 内 定 │
凸版印刷株式会社

企画職

はじめは、留学プログラムに惹かれてエアライン・ホスピタリ
ティコースを専攻。留学先のアリゾナでは、多くの人との出会
いがありました。それ以来、世界中の人々と交流できる客室
乗務員の仕事に惹かれるように。エアラインの実務に関わる
英語を学ぶ「エアライン・コミュニケーション」や航空関係
者が登壇する「空の仕事」などの授業を重ね、一歩ずつ夢
に近づいていることを実感する毎日。仕事をはじめてからも
努力を怠らずに、空の上ではもちろん、人としても尊敬される
客室乗務員になりたいです。

「好き」を後押ししてくれた
幅広く挑戦できる自由な学風。

奈良原  宇一
リベラルアーツ学群
メジャー：社会学専攻プログラム
資格等：中高１種免許状 社会・地理歴史・公民

2019年3月卒業
東京都立高島高等学校出身
大学入試センター試験利用入学者選抜

幅広く挑戦できる自由な学風。

生徒の視点に立ってサポートできる教員になりたい－－－。も
ともと人と関わることが好きだった私は、２年次から社会科
の教員をめざしはじめました。教職課程の授業のほか、学外
での学習支援のボランティアにも積極的に参加。何でも挑
戦できる自由な学風のなかで、本当に「やりたい」と思った
ことにとことん力を注ぎました。内定先は、通信制高校や専
門学校などを経営する学校法人。教員として授業を行うだ
けではなく、生徒の進学・就職指導から学園全体の広報業
務まで幅広い領域の仕事ができることに魅力を感じました。
桜美林大学で学んだ「好きなことに全力で取り組む」姿勢
を、生徒たちにも伝えていきたいです。

現場に近いカリキュラムが
教えてくれた「夢」と「現実」。

辻  美帆子
ビジネスマネジメント学群
ビジネスマネジメント学類
観光・ホスピタリティ・
エンターテイメントビジネスプログラム
2019年3月卒業
東京都 駒沢学園女子高等学校出身
一般入学者選抜

教えてくれた「夢」と「現実」。

離職率の高いブライダル業界を変えたい。そんな夢を見つけ
るきっかけになったのは、グアムで行われた海外ビジネス研
修での模擬挙式体験でした。結婚式は、愛と笑顔にあふれ
た特別な時間。「たくさんのご夫婦や参列者を幸せにでき
る素晴らしい仕事なんだ」と感動したからこそ、現場で働く
人の長時間労働や低賃金といった課題から目を背けたくな
かったんです。内定先は、ブライダル業界に大きな影響力を
持つ雑誌を発行しています。当面の目標は、社内アイデアコ
ンペに挑戦し、ブライダル業界に特化した業務改善サービス
を立ちあげること。そして、ご夫婦や参列者はもちろん、結婚
式場で働くすべての人々を幸せにしたいです。

地域に根ざした職業に興味があったため、市役所で働くこ
とが夢でした。何か困ったことがあったら、まず相談するの
が役場ですよね。普段意識することは少ないかもしれませ
んが、社会に欠かせない存在です。公務員になるための勉
強に本腰を入れたのは桜美林大学に入学してから。公務員
試験の対策講座にはずいぶん助けられました。面接の練習
は、キャリアアドバイザーの指導のもと行われます。ストッ
プウォッチで時間を計られながらの質疑応答は、緊張の連
続。練習を重ねた甲斐あって、面接での手ごたえは十分。「多
くの人と出会い、支えていきたい」と、本番でも自分の意思
をきちんと伝えられたのは、キャリアアドバイザーのサポート
があってのことだと思います。

キ ャリア アドバ イザ ー の
面 接 特 訓 が 内 定 の 糸 口 に 。

堀籠  蒼
健康福祉学群
精神保健福祉専修

2019年3月卒業
神奈川県立大和南高等学校出身
指定校制推薦入学者選抜

面 接 特 訓 が 内 定 の 糸 口 に 。

│ 内 定 │
横浜市役所
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学群別主な就職先一覧［2015年度～2017年度］

公務員主な就職先一覧
【2017年度実績】

芸術文化学群健康福祉学群

主な進学先
【2017年度実績】

桜美林大学大学院

鹿屋体育大学大学院

国際医療福祉大学大学院

順天堂大学大学院

玉川大学大学院

筑波大学大学院

東京外国語大学大学院

東京理科大学大学院

日本大学大学院

文化ファッション大学院大学

法政大学大学院

武蔵野大学大学院

横浜国立大学大学院

立教大学大学院

Camosun College 

国土交通省　航空保安大学校

防衛省　陸上自衛隊

防衛省　航空自衛隊

東京消防庁

埼玉西部消防局

葉山町消防本部

峡北広域行政事務組合 （消防）

警視庁

岩手県警察本部

神奈川県警察本部

千葉県警察本部

神奈川県庁

朝霞市役所

岡崎市役所

茅野市役所

鶴岡市役所

羽村市役所

町田市役所

三浦市役所

八潮市役所

大和市役所

長和町役場

就
職
実
績
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2.9%

1.7%

6.4%

流通

商社

広告・旅行・
ホテル

医療・福祉

学校・塾

協同組合・郵便・
非営利

広告・旅行・
ホテル

公務

サービス

サービス

0.6%

16.9%

25.6%

17.4%

15.7%

28.6%

2.9%

4.1%

建築・不動産業

製造業

0.6%

0.6%

3.3%

学群別卒業後の進路 ［2017年度卒業生実績］

ビジネスマネジメント学群リベラルアーツ学群

95.6%
就職率

卒業生は、社会の多様な分野で活躍しています。2017年度においても、95.6％という高い就職率を誇っています。
桜美林大学での充実した学びや多彩なキャリア教育・支援が実を結んだ結果と言えるでしょう。
※就職率とは、就職希望者に占める就職者の割合   

10.4%
4.8%

4.0%

商社

流通

金融・保険

情報・通信

医療・福祉

協同組合・
郵便・非営利

広告・旅行・
ホテル

学校・塾

公務
サービス

5.5%

12.5%

20.8%

14.8%

10.6%

4.4%

4.1%

3.9%

1.5%

2.0%

その他 0.7%
建築・不動産業

製造業

輸送

9.3%

2.9%

0.3%

商社

輸送

流通

金融・保険

情報・通信

医療・福祉

協同組合・
郵便・非営利

広告・旅行・
ホテル

学校・塾

公務

サービス

9.3%

10.2%

10.4%

18.2%

14.4%

5.1%

12.0%

2.9%
2.1%

1.3%

1.6%

建築・不動産業
製造業

電気・ガス等

輸送

情報・通信

金融・保険

5.0%
8.4%

2.5%

4.6%

商社

流通

情報・通信

医療・福祉

公務

学校・塾

8.4%

16.0%

10.1%

10.1%

3.4%

3.4%

0.8%

建築・不動産業

製造業

輸送

金融・保険
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健
康
福
祉
学
群

芸
術
文
化
学
群

伊藤忠食品
イトキン
大塚商会
オンワード樫山
サンリオ
デル
ワールド
イオンリテール
コーナン商事
コジマ
サマンサタバサジャパンリミテッド
スターバックスコーヒージャパン
成城石井
セブン－イレブン・ジャパン
そごう・西武
東急ハンズ
東京トヨタ自動車
日産プリンス神奈川販売
三越伊勢丹
ユナイテッドアローズ
みずほ銀行
三井住友銀行

町田商工会議所
（学）桜美林学園
神奈川県教育委員会
相模原市教育委員会
千葉県教育委員会
東京都教育委員会
横浜市教育委員会
（公財）横浜YMCA
ANAエアポートサービス
クリーク・アンド・リバー社
スタジオアリス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ワタベウェディング
羽田空港サービス
横浜DeNAベイスターズ
神奈川県庁
相模原市役所
町田市役所
横浜市役所
警視庁
相模原市消防局
防衛省　海上自衛隊

伊藤園
紀文食品
コーセー
サクマ製菓
フジパングループ本社
資生堂
シャープ
大王製紙
タカラスタンダード
日立製作所
日野自動車
富士通
ブリヂストン
三菱マテリアル
ワコール
全日本空輸
AIRDO
JALスカイ
DHLジャパン
東京地下鉄（東京メトロ）
東日本旅客鉄道（JR東日本）
Apple Japan

横浜銀行
多摩信用金庫
野村證券
みずほ証券
第一生命保険
日本生命保険
損害保険ジャパン日本興亜
オリエントコーポレーション
インテック
ソフトバンク
神奈川新聞社
世界文化社
マイナビ
JTB
プリンスホテル
星野リゾート
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ
横浜グランドインターコンチネンタルホテル
ロイヤルパークホテル
IMSグループ
ベネッセスタイルケア
全国農業協同組合連合会

郵船ロジスティクス
大塚商会
オンワード樫山
クリスチャンディオール
資生堂ジャパン
ジョンソン・エンド・ジョンソン
デル
トゥモローランド
ルイ・ヴィトンジャパン
イオンリテール
成城石井
そごう・西武
東急ストア
東京トヨペット
ニトリ
日比谷花壇
ファミリーマート
三越伊勢丹
ユナイテッドアローズ
横浜銀行
新生銀行
みずほ銀行

SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
大和証券
あいおいニッセイ同和損害保険
第一生命保険
日本郵政グループ
近畿日本ツーリスト
クラブツーリズム
横浜ロイヤルパークホテル
アパホテル
（福）合掌苑
（福）蓬菜会　ケアプラザさがみはら
（福）かながわ共同会
（福）県央福祉会
（公財）鉄道弘済会　総合福祉センター弘済学園
（学）埼玉医科大学　埼玉医科大学総合医療センター
（医）新新会　多摩あおば病院
（福）調布市社会福祉協議会
（福）横浜市社会福祉協議会

東都生活協同組合
ノジマ
ハニーズホールディングス
パル
ビームス
プレナス
ロクシタンジャポン
さわやか信用金庫
全国共済農業協同組合連合会　長野県本部（ＪＡ共済連長野）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
みずほ銀行
アマゾンラテルナ
イメージサイエンス
えすと
共立ライティング
クリエイトラボ
CRAZY TV

ミリアルリゾートホテルズ
横浜グランドインターコンチネンタルホテル
横浜ロイヤルパークホテル
パークタワーホテル（パーク ハイアット 東京）
博報堂プロダクツ
IMSグループ
茨城県教育委員会
神奈川県教育委員会
有限責任あずさ監査法人
伊豆急ホールディングス
ANAエアポートサービス
オリエンタルランド
サントリーパブリシティサービス
サンリオエンターテイメント
高見（TAKAMI BRIDAL）
テイクアンドギヴ・ニーズ
八芳園
ブライダルプロデュース
防衛省　航空自衛隊
法務省　矯正局　栃木刑務所　
大和市役所
警視庁

（学）三幸学園
スタジオアリス
スポーツクラブNAS
セントラルスポーツ
野村不動産ライフ＆スポーツ
LAVA International
東京都庁
町田市役所
横浜市役所
相模原市役所
岩手県警察本部
警視庁
神奈川県警察本部
東京消防庁
川崎市消防局
相模原市消防局

カワイ音楽教室
（公財）市原市文化振興財団
オリエンタルランド
クリーク・アンド・リバー社
四季（劇団四季）
ジグボックス
ジュノー
綜合舞台
テイクアンドギヴ・ニーズ
パーソルテンプスタッフ
文学座
三井住友トラスト・ビジネスサービス
LAVA International
朝霞市役所

積水ハウス
大和ハウス工業
ミサワホーム
コクヨ
大日本印刷
富士通
ワコール
日本航空
全日本空輸
ANAウイングス
スカイマーク
バニラ・エア
ジェットスター・ジャパン
マカオ航空
中国南方航空
JALスカイ
小田急電鉄
東京地下鉄（東京メトロ）
東日本旅客鉄道（JR東日本）
北海道旅客鉄道（JR北海道）
山九
日新

住友林業
前田建設工業
イトーキ
立川ブラインド工業
文化シヤッター
理想科学工業
東京急行電鉄
三井倉庫エクスプレス
アシックスジャパン
花王グループカスタマーマーケティング
パルシステム生活協同組合連合会
赤ちゃん本舗
アルペン
キタムラ
ギャップジャパン
東急ストア
ビームス
メガスポーツ
三井住友銀行

学生情報センター
ハウスコム
桂新堂
米久
ANA沖縄空港
ANAエアポートサービス
全日本空輸
IDOM
エイチ・アンド・エムヘネス･アンド･マウリッツ･ジャパン
ソフィーナビューティカウンセリング
ヨックモック
アークランドサカモト
MXモバイリング
オカダヤ
ケイ・ウノ
コーナン商事
ダイエー

三井住友銀行
城南信用金庫
SMBC日興証券
みずほ証券
損保ジャパン日本興亜保険サービス
第一生命保険
日本生命保険
かんぽ生命保険
東京海上日動火災保険
マイナビ
読売新聞
楽天
エイチ・アイ・エス
近畿日本ツーリスト
JTB
日本旅行
MT&ヒルトンホテル　コンラッド東京
日本ヒルトン
パレスホテル
プリンスホテル
星野リゾート
ホテル小田急    ハイアット リージェンシー 東京

ベネッセスタイルケア
（福）川崎立正福祉会　木月保育園
（福）東香会　ののはな文京保育園
（福）徳風会　めぐみ保育園
世田谷区役所（保育士）
品川区役所（保育士）
府中市役所（保育士）
（福）成光福祉会　児童養護施設成光学園
相模原市児童相談所
（学）こひつじ学園　町田こひつじ幼稚園
（学）湘南学園　湘南学園幼稚園
（学）聖トマ学園　ばらの花幼稚園
（福）省我会　せいがの森こども園
神奈川県教育委員会
相模原市教育委員会
静岡県教育委員会
千葉県教育委員会
東京都教育委員会
横浜市教育委員会

ティー・ワイ・オー
東北新社
フォーカスシステムズ
USEN
アイモバイル
DACグループ
ニチイ学館
ベネッセスタイルケア
ポピンズ
（公財）静岡県舞台芸術センター
日本郵便（日本郵政グループ）
（一財）ヤマハ音楽振興会
江戸川区教育委員会
神奈川県教育委員会
静岡県教育委員会
東京都教育委員会
横浜市教育委員会
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C A m p U s  L I F E

C A M P U S
C A L E N D A R

復活祭（イースター）
春学期入学式
春学期オリエンテーション
うぇるびりんフェスタ（学生団体紹介イベント）

GALA（舞台芸術祭）
聖書贈呈礼拝
オープンキャンパス
創立記念日礼拝 創立記念日（5/29）

GALA（舞台芸術祭）
聖霊降臨祭（ペンテコステ）礼拝

O.A.C.U.ダンスイベント
春学期授業終了
オープンキャンパス

オープンキャンパス

春学期学位授与式（卒業式）
秋学期入学式
秋学期オリエンテーション
秋学期授業開始

4
A p r i l

5
M a y

6
J u n e

7
J u l y

8
A u g u s t

9
September

大学祭

クリスマス・イルミネーション点灯式
キャリアフェスタ
インターナショナルキャンプ

クリスマス礼拝
オビリン・クリスマス
降誕日（クリスマス）

創立者【清水安三】召天記念礼拝
秋学期授業終了
卒業制作発表展

キャリアフェスタ
優秀者選抜演奏会

1 0
O c t o b e r

1 1
November

12
December

1
J a n u a r y

2
F eb r u a r y

3
M a r c h

学内合同企業説明会
秋学期学位授与式（卒業式）
オープンキャンパス
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19  栄光館（えいこうかん）

23  待望館（たいぼうかん）

20  碩学会館（せきがくかいかん）

22  同窓会館（どうそうかいかん）

25  以徳館（いとくかん）

35  同志館（どうしかん）

24  理化学館（りかがくかん）

21  亦説館（えきせつかん）

29  桜美林中学校

30  桜美林高等学校

31  桜美林幼稚園

32  研究棟A

33  研究棟B

34  研究棟D［デザイン実習室］

26  図書館分館

27  忠生教室棟（ただおきょうしつとう）

28  臨床心理センター

桜美林大学では、健
康増進法や喫煙防
止教育の推進など、
各省庁や社会からの
要望を受け、大学の
学生並びに教職員
の健康を増進するた
め、学内を全面禁煙
としています。

01  一粒館（いちりゅうかん） ▶ １F:インフォメーションセンター
桜美林大学に関するお問い合わせや入試に関するご質問、個別相談に応じ
る窓口。

04  太平館（たいへいかん） ▶

教室、PC教室、教員の研究室があります。１階のラウンジにあるカフェでは、
焼き立てパンを販売しています。

研究室、ゼミ室のほか、教員と学生がともに利用できる「考房」があります。
１階には一番大きな食堂「桜café」が入っています。

05  崇貞館（すうていかん） ▶ 06  荊冠堂（けいかんどう） ▶

通称チャペルと呼ばれる荊冠堂は、キリスト教主義学校である桜美林学
園を象徴する建物です。

02  学而館（がくじかん） ▶

授業のことや文献の探し方など、さまざまなことが相談できるコーナーストー
ンセンターがあります。

03  明々館（めいめいかん） ▶

近代的で充実の設備：40室の教室のほか、国際センター、学生課などがあり
ます。明々館ラウンジ（8階）：きれいな景色を見ながらリラックス。

FACILITY［施設紹介］

JR横浜線「淵野辺」駅北口に隣接したPFCは、グローバ
ル・コミュニケーション学群のメインキャンパスです。1階
には、最新の照明・音響機器を備えた「プルヌスホール」
があり、学生の実習や発表などが行われています。

▶新宿キャンパス

2019年4月開設の新宿キャンパスは、ビジネスマネジメン
ト学群と大学院（経営学研究科）の学び舎です。４路線３
駅が利用可能。企業や大学が多く集まる立地で、ビジネ
スの空気を身近に感じながら学べる環境です。

▶プラネット淵野辺キャンパス（PFC）

JR横浜線または小田急線の町田駅下車、バスで約13分と
通学に便利な場所に位置し、ゆったりとした敷地に、芸術
文化学群の学び舎が集います。3つの専修が縦割りではなく、
隣接する分野と交流しながら、幅広く学ぶことができます。

▶本町田キャンパス（仮称）

フライト・オペレーション（パイロット養成）コースの学生が
共同生活を通じて学ぶ桜美林大学フライト・トレーニング
センターがあります。また、多摩市をはじめとした、行政や
教育、文化振興の拠点として広く活用されています。

▶多摩アカデミーヒルズ

07  更賜体育館
　 （こうしたいいくかん） ▶

スポーツはもちろん、大学祭ではコンサー
トなども行われます。

17  桜グラウンド ▶

9,100平方メートルのグラウンドで、サッカー、
ラグビー、アメリカンフットボール、陸上な
どで使用します。

08  止戈徳館（しかとくかん） ▶

トレーニングセンター（１階）：エアロバイ
クや各種筋力トレーニングマシンがそろっ
ており、学生は自由に利用できます。

18  紫雲館（しうんかん）
　   ［弓道場］ ▶  

2017年7月に完成した新しい弓道場。木造
建築であるこの施設には、現代でしかでき
ないさまざまな木造の技術や考え方が集約。

09  清友館（せいゆうかん） ▶

１階のコンビニエンスストア内には旅行窓
口も入っています。

14  徳望館（とくぼうかん） ▶

教室、PC教室、教員の研究室があります。

10  其中館（きちゅうかん） ▶

15  又賜体育館
　 （ゆうしたいいくかん） ▶

授業や部活動などで使用します。スポーツ
推進センターがあります。

11  サレンバーガー館 ▶

社会福祉実習室のほか、保育専修の小児
保健実習室・乳児保育演習室としても活
用されています。

桜美林資料展示室や、世界各国の民族服、
生活道具、楽器などの実物を展示する異
文化発見ハンズオンギャラリーがあります。

16  黎明館（れいめいかん） ▶

体育会・文化会の部室が集まるクラブハウ
ス。元気な学生たちが集まり、いつもにぎ
やかです。

12  老実館（ろうじつかん） ▶

１階には約200席の広 と々した食堂があります。
ランチタイムには多くの学生が集まります。

13  三到図書館
　 （さんとうとしょかん） ▶

落ち着いてじっくり勉強したいときに、レポー
トを書くための資料探しに、いつでも頼り
になる施設です。蔵書総数は約52万冊。
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バレーボール部 大学からアーチェリーをはじめる初
心者がほとんど。アーチェリーという
競技はほかの人と戦うというより、自
己ベストのスコアを塗り替えるといっ
たような自分との戦いです。

関東大学テニス連盟に所属、現在7
部で、昇格をめざし、週3回、大学近
くの民間コートにて練習しています。
他に年2回の合宿もあり、テニスを
純粋に楽しみたい方、上達したい方
におすすめです。

お皿、茶碗、湯呑み、マグカップや
箸置き、アクセサリーや置物などさ
まざまなものをつくることができます。
夏には栃木県の益子で陶芸強化合
宿を行い、秋には展示会を行います。

東京学生柔道連盟1部昇格を目標に
活動しています。過去には講道館杯
日本体重別、全日本学生、全日本ジュ
ニアと大きな大会に出場した実績も
あります。

アーチェリー部

硬式庭球部

陶芸部

柔道部

月に1度ライブイベントを行っています。
ライブに出演するためにオーディショ
ンを行い、合格するために部員は日々
練習に励んでいます。

茶道の先生をお招きして日々のお稽
古に励むほか、先生がいらっしゃら
ない時は上級生が中心となり自主練
習も行います。普段のお稽古ではお
いしいお茶とお菓子をいただけます。

週1回行われる部会でお互いにボラ
ンティア情報を交換し、月に2回交
流会を実施。毎月、障がい者青年学
級や障がい者のパソコン教室などボ
ランティアに参加しています。

春と秋にある関東学生リーグをめざ
して活動しています。初心者と経験
者の両方が在籍していますが、少人
数のため、一人ひとりが球にふれて
いる時間が長いのが特徴です。

軽音学部

茶道部

ボランティア部

ソフトテニス部

桜美林大学が開学した翌年の1967
年に創部し、創部52周年。男女一丸
となって活動しています。卒業まで
に段位取得をめざします。

部室の隣には暗室やMac、プリンター
が完備された部屋があります。また、
大学内で写真展も年に数回開催して
います。

男女で一緒に活動しており、現在東京
都大学ソフトボール連盟の男子は2部、
女子は3部リーグに所属しています。和
気あいあいと楽しく練習し、目標を持っ
てソフトボールをすることができます。

剣道部

写真部 SHOT

ブルースからジャズ、アニメソングま
で、ライブやコンサートでやっている
音楽の幅が広いのが特徴です。ジャ
ンルの違う人たちが一緒にライブで
演奏するのはとても楽しいです。

モダンジャズ研究部

ソフトボール部

演劇部では、年に数回の演劇の発
表をメインに活動しています。舞台
に立つ役者やそれを支えるスタッフ
だけでなく「自分の書いた脚本で芝
居をやりたい！」という方も大歓迎です。

ゴルフがうまくなるのはもちろんのこ
と、自分自身を鍛え、将来に役立てる
ために日々練習しています。部員の大
半は初心者なので、未経験者も大歓
迎です。

日々高い目標を持って練習に取り組
み、勉強と部活の両立をめざしてい
ます。信頼し合える仲間と本気で戦
うことで、ほかでは味わえない興奮
と感動を体験することができます。

少林寺拳法は日本の武道。護身術な
ので、男性のみならず、女性も多く行っ
ています。大会への出場や、総本山
での合宿など、目標を持って活動す
ることができます。

演劇部

ゴルフ部

バスケットボール部

少林寺拳法部

「草月流」という流派の華道を学ん
でいます。週に1回、お花代200円で
先生の指導が受けられ、生けたお花
は持ち帰れます。留学生向けの華道
体験など国際交流も行っています。

東京都大学サッカーリーグに所属し、
2部昇格を目標にチーム一丸となって
取り組んでいます。グラウンドが人工
芝でサッカーがしやすい環境が整っ
ています。

関東学生連盟の男子は6部、女子は
4部に所属しており、それぞれ昇格を
目標に切磋琢磨しています。週3回の
活動のなかで工夫し、質の高い練習
を行えるよう、みなで協力しています。

週4日練習を行い、夏から秋にかけ
てリーグ戦に出場しています。大学
からラクロスをはじめる人がほとん
どなのでスタートラインはみな同じ
です。

華道部

サッカー部

バドミントン部

女子ラクロス部

発表の場は、学内だけでなく、他大
学との合同発表会や地域のお祭り、
小学校などたくさんあります。毎年
2月に岐阜で行われる全日本学生落
語選手権「策伝大賞」にも参加してい
ます。

創立から2000年まで関東地区対抗
リーグに属し、2001年より関東大学
リーグに加盟。近年は2部昇格を目
標とし、日々練習に励んでいます。

チーム名の「Luana」は、ハワイ語で“み
んなで楽しむ”という意味。文化も学
びつつ、ハワイの雰囲気を感じなが
ら楽しく練習し、さまざまなイベント
に出演しています。

落語研究部ラグビー部 フラ部 Luana

ダンス未経験者の人でも基礎から練
習するので安心です。初心者もスキ
ルを磨きたい経験者も大歓迎です。
ジャンルも多彩なので幅広いスキル
を身につけることができます。

ウィンドサーフィンは、大学からはじ
める人がほとんど。今からでも全国
大会をめざすことができます。他大
学とも交流しながら、大会に向け、日々
練習しています。

J. F. Oberlin Dancing Company ウィンドサーフィン部

「キリスト教」について知り、聖書に
ついて学びます。活動内容は讃美歌
を歌ったり、聖書を読んだり、祈ったり。
イベントも夏・春休みの合宿、大学
祭での出店など盛りだくさんです。

O.C.C.（J. F. Oberlin Christian Club）

部員は初心者が多く、白帯からはじ
めます。1年に2回、昇級審査を受け
ることができ、順調にいくと3年生で
黒帯を取得することができます。

主な活動は、週末や夏休みなどに、
自転車で自由気ままに出かけること。
大学周辺のラーメン屋さんから北海
道や九州など、日本全国津々浦々駆
け巡っています。

主な活動は大学祭出展、学内展示、
O.A.C.U.関連の行事などです。春の
合宿では北海道、夏の合宿では奥多
摩に行き、美術館を巡ったり、絵を
描く時間を設けています。

夏はオフシーズントレーニングを行
い、冬は合宿を通してスキーの技術
を雪上で身につけ、大会に備えます。
とにかくスキーを楽しむことを一番
に考えて活動しています。

空手部

サイクリング部

美術クラブアトリエ

スキー部

部員数約350人、学内最大の公認団体です。町田キャンパスの
大学祭の企画・運営を行っています。学内の多くの大人と関わる
責重な経験ができ、将来役に立つこと間違いなしです。

大学祭実行委員会
吹奏楽コンクール、定期演奏会、大学祭、学位授与式、
卒業レセプションでの演奏などを行っており、夏には
合宿も行います。

吹奏楽団
キリスト教音楽を中心に歌っている混声合唱団です。
コンサートのほか、入学式や学位授与式など大学の
行事に参加して歌うことも多くあります。

クワイヤー（聖歌隊）
音楽好きな人、大募集！毎年サマーコンサートや定期
演奏会などを行っています。初心者から楽器をはじめ
た人もたくさんいるので、未経験者も歓迎です。

オーケストラO.A.C.U. 以外
の

 学生団体※

Interview

坂垣内 里佳
ビジネスマネジメント学群３年
富山県 富山第一高等学校出身

Interview

半田 晟也
リベラルアーツ学群４年
東京都立杉並高等学校出身

体育会

文化会

沖縄エイサー部

高校時代の先輩に誘われ桜美林大学のバ
レーボール部へ。笑いの絶えないチームで
すが、試合や練習は妥協しません。2018
年からコーチも加わり、技術指導がより強
化されました。1部リーグ昇格という悲願
を達成した今、次なる目標はリーグ優勝。チー
ム一丸となって勝ちにいきます！

11代目の部員として、締太鼓と三線を弾き唄う「地方（じかた）」
を担当しています。伝統芸能であるエイサーは躍動感があり、
情熱あふれる舞踊。未経験者でも習得しやすいのが魅力です。
町田や新宿、中野などさまざまな場所で開催されるイベントへ
の出演や夏に行われる沖縄国際大学との合同合宿は、一生の
思い出になるでしょう。

関東学生1部BIG8に所属し、昨年は6勝1敗で2位となり、最上位リーグであ
るTOP8とのチャレンジマッチに出場しました。アメリカンフットボールは大
学生からはじめられ、1部リーグでも活躍できる数少ないスポーツのひとつで
す。 初心者で入部して活躍している選手も多く、体格に自信のない細身な人
も大歓迎です。部の雰囲気は上下関係なく切磋琢磨し合って盛りあげており、
最高のチームメイトとかけがえのない時間を過ごすことができます。目標を持っ
てがんばりたい人、仲間を探している人、アメフトに興味がある人、それ以外
の人もぜひ、アメフト部へ！  

1989年に創部、2019年には30周年を迎えます。過去、6度の全国優勝の経験
があり、日本代表として世界大会優勝経験のある選手も輩出している伝統の
あるチームです。2016年には、日本代表チームとしてアジア国際大会の女子
部門で優勝、また、チアリーダーの模範となる各大会1チームのみに贈られる
ベストマナー賞も受賞しています。「日本一」をめざし、年に4回ある大会に向
けて日々の練習に励むとともに、野球・アメフト・駅伝応援や地域イベント出
演を通して、大学スポーツと地域発展に貢献できるよう活動しています。

アメリカンフットボール部

チアリーディング部

1993年に創部、その後にO.A.C.U.に加盟しました。1996年から小田切玲子
コーチを迎え、ダンステクニックはもちろんチーム演技に必要なチームワーク、
仲間とのつながりを学び、2005年の全国大会で初優勝を遂げました。以降、
全国大会・世界大会での優勝を重ねています。現在は、国内外の大会の他、
地域のお祭りやイベント、学内の留学生との交流や野球、サッカーの応援に
も出演させていただき、ソングリーディングを多くの方に知ってもらうために
も積極的に活動しています。近年ではダンスの経験者も増えましたが、経験
の有り無しに関係なく踊ることが大好きなメンバーが集まり、一人ひとりが熱
い気持ちを持ち、思いやりと感謝の気持ちを忘れず、みんなでひとつの目標
に向かい毎日練習に励んでいます。

2018年に田部幹也(健福2018年度卒)が桜美林大学史上初の箱根駅伝ラン
ナーとして3区(関東学生連合チーム)を走りました。2019年にも2年連続して
関東連合チームに選出（永瀬孝・健福3年）されました。前年予選会では、個
人1位のレダマ・キサイサ(GC3年)らの活躍で21位、毎年チーム記録と順位
を更新し続けています。今年の目標は、全日本大学駅伝予選会出場と箱根
駅伝出場です。箱根駅伝、伝説のランナー真也加ステファン監督の指導のも
とStep by Step で選手一人ひとりの成長を目的に文武不岐をめざしています。

ソングリーディング部

陸上競技部（駅伝チーム）

全国でもトップレベルの的中率を誇る東京都リーグでも、男女ともに1部リー
グ3位と、強豪校として位置づけられています。2017年度には、男子は全日本
学生弓道選手権大会第3位と射道優秀賞、女子は同試合で優勝し全日本学
生弓道王座決定戦出場という結果でした。弓道部ではともに切磋琢磨でき
る仲間と、強豪校と呼ばれるまでに長年指導してくださっている監督、そして
2017年に完成した新しい道場があり、弓を引くうえでの素晴らしい環境がそろっ
ています。

2009年に準硬式から硬式へ移行し首都大学野球連盟に加盟しました。春よ
り2部リーグに参戦し同年秋に行われた新人戦では初出場初優勝。その後
も、10シーズンで2部リーググループB優勝4回、2部リーグ優勝2回、入替戦
出場2回と着実に成果を上げ、加盟後5年で1部リーグ昇格を決定させました。
2014、2015年と春季リーグ戦で1部リーグ2位という結果を収め、2016年秋
には昇格後3年という短期間での初優勝。その後も、第12回関東地区大学
野球選手権大会では初出場初優勝、続く第47回明治神宮野球大会において
も初出場準優勝という偉業を成し遂げました。

弓道部

野球部

J. F. Oberlin University Athletics and Cultures Union

O.A.C.U. ［  クラブ活動  ］

男女ともに関東大学バレー
ボール連盟に所属（男子３
部、女子1部所属）。2018
年度春季リーグにて創部
初の１部リーグに昇格しま
した（女子）。主な大会に
春・秋のリーグ戦、東日本
インカレ・全日本インカレ
があります。

バレーボール部 

2008年に結成。沖縄県の
伝統芸能「エイサー」を学
び、魅力を発信しています。
都内や神奈川県のイベン
トに参加し、演舞を披露。
夏は沖縄合宿を実施します。

沖縄エイサー部 

強化 強化強化

強化

強化 強化強化

桜美林大学では、スポーツ活動を通した人間性の育成と
競技力の向上を基本理念に、2012年にスポーツ推進センターを設立。
これまでの実績や今後の目標などを考慮し、重点的に
強化していく部を「特別強化クラブ」として認定しています。

このマークがついているのは
「特別強化クラブ」強化

※新宿キャンパスにはグラウンドや体育館等の施設がないため、O.A.C.U.及び特別強化クラブの活動拠点は町田キャンパスとなります。 ※上記は町田キャンパスで活動している団体です。新宿キャンパスでは、さまざまな学生団体が活動予定です。
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はじめての一人暮らしなので、物件選びは慎重でした。今の住まいは、ロ
フト収納もあり、天井が高いため圧迫感もありません。荷物や小物が増え
てきて、徐々に「自分の部屋」に。ほっとくつろげるお気に入りの空間です。
自由な時間を楽しむ一方で、炊事・洗濯を一人でするのは大変です。家族
のために家事に励んでいた母のありがたみを感じています。家事にもやっ
と慣れてきて、このごろはキッチンペーパーを調理や台拭き、鍋敷きなど
に活用する生活の知恵も身につきました。一人暮らしで得た生活力は、社
会に出ても活かされるでしょう。

{  LIFE  }

{   GUIDE  }

国際交流が日常生活にあふれている。

長岡 龍
リベラルアーツ学群3年
群馬県立富岡高等学校出身

一人暮らし 国際寮/第二国際寮

一人暮らしで身についた生活力。

守屋 結加
リベラルアーツ学群2年
山梨県立韮崎高等学校出身

国際寮というだけあり、外国人留学生と交流する機会が日常にあふれていて、
国際交流や留学に興味がある私にとって、このうえない環境です。入寮者
の半数以上が留学生のため寮内のいたる所で留学生を目にします。入寮
当初は尻込みすることも多々ありましたが、勇気を出して話しかけてみる
と、気さくに応じてくれました。日ごろから英語のリスニング能力を養うこ
とができ、授業で教わらない若者言葉も学べます。文化の違いで、お互い
戸惑うこともありますが、それもまたこの寮の醍醐味です。

収容定員：245人／84人
在寮可能期間：最短半年間、最長2年間
個室面積：17.63㎡／22.8㎡
費用：55,000円／月
［光熱費10,000円分、プロバイダー接続料を含みます］
どちらの寮も淵野辺駅徒歩5分以内

▶国際寮／第二国際寮 DATA

国際寮の間取りです

今までに経験したことのない生活上の悩
みや疑問、安全面の不安などが出てくるこ
とがある一人暮らし。そんなときは学生相
談室へ。さまざまな一人暮らしのヒントや
サポートを紹介しているので、気軽に相談
してください。

▶一人暮らし SUPPORT
テレビ

こたつ

梯子梯子

収納

トイレ

玄関

ベッド

バスルーム

キ
ッ
チ
ン

食
器
棚

町田キャンパスの最寄り駅はJR横浜線「淵野辺駅」。発車メロディは芸術文
化学群・音楽専修松岡邦忠教授がアレンジした「銀河鉄道999」です。ホーム
に立つと見えるのは桜美林大学の大きな広告看板。要チェックです！

淵野辺駅

モスクのある通称「イスラム横丁」
で店を構える八百屋。店内はさま
ざまな人種のお客さまが行き交い、
いつもにぎやか。約250種を取り
扱う青果のなかには、ドリアンや
タロイモといった珍しい食材も。

新宿八百屋

桜美林大学PFCの1階ロビーには人工衛星
「はやぶさ」の模型が。映画の撮影に使わ
れたものと聞きました。JAXAが研究拠点
を置く淵野辺は「宇宙の街」でもあるわけ
ですね。

プラネット淵野辺キャンパス
（PFC）

桜美林大学の学生にも人気の「古本屋カフェ」。一品以上注文すれば、店内
の古本は読み放題！「古本屋」なので、購入することも可能です。カフェメニュー
はもちろん、ランチメニューも本格派。

bookcafe sunnyday ring
［https://ja-jp.facebook.com/sunnydayring/］

提供する韓国料理は、すべて本場の味に仕上げています。ボリューム満点だから、
男性でも満足すること間違いなし。女性には、あっさり風味のサムゲタンが人気です。
辛さの調整にも対応します。

豚友家（トヌガ）

▶お麩豆乳フレンチトースト
 （アイストッピング）

▶お麩豆乳フレンチト スト

|  淵 野 辺  | | 新 大 久 保 |

友家（（ ）ガ）

棚にはイスラム教徒向けのハラール食材がずらり。
普段、馴染みのない食材の数々は、異国文化を知
るきっかけにもなるはず。モスクの礼拝時間は、入
店できないのでご注意を。

THE JANNAT HALAL FOOD
ザ ジャンナット ハラル フード 

▶石焼きビビンパ 
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対象者：短期プログラムに参加
する者

※一部、支給対象外のプログラムもあ
ります。

対象者：日本学生支援機構
（JASSO）の給付型奨学金の
対象になっていない中期プロ
グラム、長期プログラム、ダブ
ルディグリープログラムに参加
する者

詳細は『国際交流と留学』をご覧くだ
さい。

対象者：TOEFL-iBT®、IELTS™ 
Academic Module、IELTS for 
UKVI、HSK、TOPIKのいずれか
の語学資格試験を受験し、公
式証明書を提出した者

※学納金は2019年4月1日現在の予定であり、変更となる場合があります。出願時、『学生募集要項』で詳細を確認してください。
※教職課程を履修する場合は別途費用がかかります。 履修する科目によっては、別途教材費などがかかります。

※2年次春学期または秋学期に実施する、1学期間の海外留学が「必須」です。留学にかかる費用は別途必要です。

（2020年度予定）

2020年4月、航空・マネジメント学群を開設予定です。

予定通り開設した場合、ビジネスマネジメント学群のフライト・オペレーション（パイロット養成）コースは本学群に移行します。

現行のフライト・オペレーションコースの学納金については、本学受験生サイトでご確認ください。

航空・マネジメント学群が開設された場合の学納金などの情報については、7月以降公開予定です。

学群設置届出および収容定員増認可申請中。上記の内容は予定であり、変更になる可能性があります。（2019年4月現在）

P.094

学業・人物ともに優秀で経済的理由で進学が困難な留学生が対象。

入学金
施設設備費
春学期授業料
教育充実費
卒業諸費
春学期納入金合計
施設設備費
秋学期授業料
教育充実費
秋学期納入金合計
年次別総計

100,000 
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

732,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,364,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

632,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,264,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

632,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,264,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
50,000 
682,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,314,000 

入学金
施設設備費
春学期授業料
教育充実費
卒業諸費
春学期納入金合計
施設設備費
秋学期授業料
教育充実費
秋学期納入金合計
年次別総計

100,000 
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

732,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,364,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

632,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,264,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

632,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,264,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
50,000 
682,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,314,000 

入学金
施設設備費
春学期授業料
教育充実費
卒業諸費
春学期納入金合計
施設設備費
秋学期授業料
教育充実費
秋学期納入金合計
年次別総計

100,000 
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

732,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,364,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

632,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,264,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
ー     

632,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,264,000 

ー     
150,000 
457,000 
25,000 
50,000 
682,000 
150,000 
457,000 
25,000 
632,000 
1,314,000 

入学金
施設設備費
春学期授業料
教育充実費
卒業諸費
春学期納入金合計
施設設備費
秋学期授業料
教育充実費
秋学期納入金合計
年次別総計

100,000 
150,000 
517,000 
25,000 
ー     

792,000 
150,000 
517,000 
25,000 
692,000 
1,484,000 

ー     
150,000 
517,000 
25,000 
ー     

692,000 
150,000 
517,000 
25,000 
692,000 
1,384,000 

ー     
150,000 
517,000 
25,000 
ー     

692,000 
150,000 
517,000 
25,000 
692,000 
1,384,000 

ー     
150,000 
517,000 
25,000 
50,000 
742,000 
150,000 
517,000 
25,000 
692,000 
1,434,000 

入学金
施設設備費
春学期授業料
教育充実費
卒業諸費
春学期納入金合計
施設設備費
秋学期授業料
教育充実費
秋学期納入金合計
年次別総計

100,000 
150,000 
557,000 
25,000 
ー     

832,000 
150,000 
557,000 
25,000 
732,000 
1,564,000 

ー     
150,000 
557,000 
25,000 
ー     

732,000 
150,000 
557,000 
25,000 
732,000 
1,464,000 

ー     
150,000 
557,000 
25,000 
ー     

732,000 
150,000 
557,000 
25,000 
732,000 
1,464,000 

ー     
150,000 
557,000 
25,000 
50,000 
782,000 
150,000 
557,000 
25,000 
732,000 
1,514,000 

留学生受入れ促進プログラム
旧

中・長期留学奨励制度 語学資格試験

https://www.smbc.co.jp/kojin/mokuteki_loan/kyouiku_m/index.html

https://orico-web.jp/gakuhi/index.html

給付額：１回分の受験料を以下
の通り支給します
①長期交換プログラムに応募した者…
全額支給(同一年度内に1回)

②長期交換プログラム参加後に受験し
た者のうち、スコアアップできた者
…全額支給(桜美林大学在学中に１回)

③長期交換プログラムの参加有無に
かかわらず受験した者…半額支給
(同一年度内に１回)

給付額：3万円（予定）
給付条件：対象短期プログラム
応募時に申請を行い、帰国後の
定められた期間内にレポート
を提出した者。

学
納
金

奨
学
金

J. F. O
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01

02

03

04

05

06

07

AO入学者選抜

推薦入学者選抜

留学生入学者特別選抜

社会人入学者特別選抜

編入学者選抜

一般入学者選抜

大学入試
センター試験利用
入学者選抜

11/23（土）

1/11（土）

11/23（土）

那覇：10/27（日）

11/23（土）

2/21（金）

本学の個別試験は課さない

本学の個別試験は課さない

本学の個別試験は課さない

3/5（木）

10/12（土）

札幌、名古屋、福岡：10/26（土）
那覇：10/27（日）

12/7（土）

11/24（日）

2/1（土）、2/2（日）
2/3（月）、2/4（火）

2/3（月）

札幌、名古屋、福岡：10/26（土）
那覇：10/27（日）

試験日選抜方式

一般 第1回
特別 第1回
奨学金

地区会場

指定校制推薦入学者選抜
（地区会場）

一般入学者選抜 前期
〈学而事人奨学生選抜を含む〉

〈グローバル人材育成奨学生選抜を含む〉

指定校制推薦入学者選抜

公募制推薦入学者選抜

一般入学者選抜 前期
（地区会場）

※地区会場については、『入試ガイド』をご確認ください。

一般入学者選抜 中期

一般入学者選抜 後期

大学入試センター試験利用
入学者選抜 前期

大学入試センター試験利用
入学者選抜 中期

大学入試センター試験利用
入学者選抜 後期

A・B方式 第1回
〈私費留学生奨学生選抜を含む〉

A・B方式 第2回

社会人入学者特別選抜

編入学者選抜
（沖縄地区）

編入学者選抜
（一般・社会人・留学生）

一般 第2回
特別 第2回

がく　じ　   じ　じん

コンビニエンスストアから、
クレジットカードから、

全国どこでも支払いできます。

記入項目にある必要
な情報をWebで入力
していきましょう！

即戦力の英語と国際感覚を身につけ、国や地

域を越えて活躍するグローバルリーダーにな

るべく、30人までを対象に授業料最大30%

減免と留学渡航支援費を給付。継続給付を受

ける場合は条件あり。 

※フライト・オペレーションコースを除く。

※選抜方式の内容は、変更となる場合がありますので、必ず『入試ガイド』『学生募集要項』で
ご確認ください。
※予定通り、航空・マネジメント学群（2020年4月開設予定）が開設された場合、入試日程や
選抜方式は専用の『学生募集要項』でご確認ください。

※選抜方式の内容は、変更となる場合がありますので、必ず『入試ガイド』『学生募集要項』で
ご確認ください。
※予定通り、航空・マネジメント学群（2020年4月開設予定）が開設された場合、入試日程や
選抜方式は専用の『学生募集要項』でご確認ください。

25,000円割引 25,000円割引 50,000円割引

２

入
試
ト
ピ
ッ
ク
ス

選
抜
方
式
一
覧
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～自分研究が入試対策になる～（要事前予約）

6/16 日

日

8/
8/18

土

32020. /22 日

※学群により開催されるキャンパスが異なりますので、ご確認のうえ、ご来場ください。
※ＬＡ：リベラルアーツ学群、GC：グローバル・コミュニケーション学群、BM:ビジネスマネジメント学群、健福：健康福祉学群、芸文：芸術文化学群

町田

全学群

町田

全学群

町田

全学群

新 宿

BM

新 宿

BM

新 宿

BM

町田

LA、GC、健福、芸文
航空・マネジメント

町田

LA、GC、健福、芸文
航空・マネジメント

町田

LA、GC、健福、芸文
航空・マネジメント

5/19 日

7/ 日

新 宿

BM

新 宿

BM

町田

LA、GC、健福、芸文
航空・マネジメント

町田

LA、GC、健福、芸文
航空・マネジメント

7
3

8/ 日

10/6 日

4

入場
無料

オープンキャンパスの事前予約はこちら

桜美林　受験

要
事前
予約

検 索

◉大学以外の地域でもオープンキャンパスを開催します。詳細は、受験生サイトでご確認ください。

入試個別相談会町田 土10/26 10/27日 進学相談会・入試直前説明会町田 12 /8 日

入試個別相談会、進学相談会・入試直前説明会（要事前予約）

・

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
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