
本学は、母体である三幸学園が掲げる「技能と心の調和」の教育理念に基づき、「教育・研究・社会貢
献機能を通じて、人を活かし、世の中の困難を希望に変える」ことを使命として、未来を担う人材の育成
を行っております。卒業生も各方面で活躍し、高い評価をいただいております。昨年は大学機関別認証
評価を受審し、全ての項目で基準を満たしていることが認定されました。本学が大学として確たる基盤の
上に教育活動を積み重ねてきていることの証といえます。コロナ禍が続く中ですが、教職員一丸となって
この危機を乗り越え、在学生、保護者・保証人の皆様からも「この大学で学んでよかった」と満足いただ
ける大学づくりに邁進いたします。どうぞ本学の教育に一層のご理解を賜り、様々な機会を通じて、ぜひ
皆様のお声をお届けください。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

学部長 

出口 保行

学長 

角山  剛

こども心理学部

長引くコロナ禍の下、本学の特色である教学
及びプロジェクトサイクルの両輪を機能させる
ことが難しくなっておりますが、できるだけ多く
の工夫をすることにより効果的な学びを提供
し、お子様の成長を手助けできるよう取り組ん
でおります。とりわけ、自発的に考え、行動する
ことは社会で強く求められる能力ですので、
講義やプロジェクトにおいても受け身となるこ
となく積極的に発言・行動することができるよ
う創意工夫をしています。

昨年度に続きコロナ禍のため大学としてこれ
まで通りの就学環境を提供することができ
ず、学生たちが思い描いた学生生活を謳歌
することができないこと、遺憾に堪えません。こ
のような社会状況の中でも、お子様たちが東
京未来大学で充実した大学生活を過ごして
いただけるよう、出来る限り教学とプロジェクト
のサイクルを工夫し、自己実現とキャリア発
達、そして各々の目標達成のために、更なる
教育の質の向上に努めさせていただきます。

春学期中、東京都に2度の緊急事態宣言が
発出され、今なお予断を許さない状況が続き
ますが、感染対策を十分に施した上で工夫
を凝らし、授業・行事・プロジェクト活動を実施
することができました。結果、友人ができない、
学業の進め方が分からない、といった学生の
声は本学ではほとんど聞こえてきません。本
学では学生にワクチン接種の機会を設け、秋
学期に向けて安心安全な学修環境を準備
しておりますので、引き続きご理解とご協力を
宜しくお願いいたします。

学部長 

髙橋 一公

モチベーション行動科学部

キャンパスアドバイザー（CA）

東京未来大学では、学生の皆様に対して、他大学にはない様々な方向からの支援を提供しております。

東京未来大学では、キャンパスアドバイザー（以下CA）が学生生活の伴走者としてすべての窓口になっています。CA制度は学生の成長支援の
ために存在する、本学独自の仕組みです。進路・生活面での相談や学生一人ひとりの目標設定からその目標を実現するためのアドバイス、主体性
を伸ばすサポートなど、入学から卒業までの新たな一歩を踏み出す成長のサポートをします。

11月末に保護者・保証人様向けの動画を本学HPより配信いたします。授業や免許資

格、就職状況など最新の情報をお届けいたします。日頃の学生生活でご不明点がござい

ましたら、「配信動画」の参考にさせていただきますので、右のQRコードよりお送りください。

学長よりご挨拶

大切なお子様の四年間に伴走します

前田 孝治

エンロールメント・
マネジメント（EM）局長 

学生の成長を支援する本学独自の制度を担う職員です。詳細は表紙をご覧ください。

キャンパスアドバイザー（CA）

本学の様々なサポート

クラス担任（教員）

主に学修面でのフォローを担うのがクラス担任です。クラス担任は心理・保育・教育・モチベーション分野の専門
家でもあるので、専門的なことへのアドバイスをいたします。1・2年次はクラス担任の教員が、3・4年次はゼミ担当
の教員がその役割を担います。

専門科目の教員

教員は開設科目の専門家であり、それぞれの分野の難しいこともわかりやすく解説いたします。また「特定の科目
の先生に質問したい」という声に応え、教員が研究室で相談に応じる「オフィスアワー」という制度があり、授業外
でも気軽に質問できます。

3方向からの
支援体制

保育･教職センター

福祉・保育・教職を目指す学生の就職及び実習を支援しています。センター内には求人票をはじめ、
小学校･幼稚園･保育所･施設に関する情報、先輩の就職活動レポートや実習レポートなど、数多くの
情報が集まっています。1年次から利用可能で、センターには実習担当の教員も常駐しています。

A棟1階場  所 平日10:00～17:00開室時間

わかばルーム

わかばルームは、東京未来大学に通う学生のための相談室です。公認心理師・臨床心理士の資格を持った
カウンセラー３名が学生の相談に応じています。学生生活で出会う様々な問題について、お話を伺いながら
一緒に考えていきます。学生一人ひとりが、より豊かで、充実した学生生活を送れるようにサポートしています。
　

A棟2階場  所 平日11:00～17:00開室時間

キャリアセンター

卒業後の進路についての情報収集場所、自分の将来を考える場として「キャリアカフェ」を運営してい
ます。定期的に学年に合わせたイベントを開催しています。

本館1階場  所 平日10:00～17:00開室時間

※卒業式保護者
アンケートより抜粋

キャンパスアドバイザー（CA）の役割

2020年度

卒業生の
保護者様の声

保護者・
保証人様向け
動画配信に
ついて

卒業生の皆様、卒業生の保護者・保証人の皆様にも本学での学びを評価いただいております。

あなたにとって東京未来大学とは

こども心理学部 モチベーション行動科学部

保護者・保証人通信

入学させて良かったと感じたのは、就職まで学生の近くで見守り、助言してい
ただいたこと。田舎から都会でのスタートは私が考える以上に大変なことが多
かったと思う。でも多くの方 に々お世話になりながらも生活していけたことが何よ
りの成長だと感じます。

先生方の指導が手厚く安心しまし
た。自律（自立）を意識して生活で
きるようになったと思います。

ボランティアなどいろいろな経験がで
き、本人も楽しく過ごせたようです。
アットホームな大学で4年間過ごせ
たこと本当に良かったと思います。

授業はもちろん、行事も一生懸命
に取り組み、素敵な4年間になった
ようでした。入学できて本当に良
かったです。

キャリアカフェ

2021年9月発行 発行元：東京未来大学EM局

※2019年4月より、こども心理専攻は「心理専攻」へ名称変更いたしました。そのため、本誌面での表記はすべて「心理専攻」としています。
　（但し、学生の所属については、2018年度入学生以前が「こども心理専攻」、2019年度入学生以降が「心理専攻」となります。）
※本学ホームページにて各学部・学科専攻担当教員/CAの写真付き紹介ページをご用意しておりますので、ぜひご覧ください。



・キャリアガイダンス
・キャリア相談（平日毎日実施）
・公務員講座
・個別企業説明会
・インターンシップマッチングセミナー
・資格講座

・キャリアガイダンス
・キャリア相談（平日毎日実施）
・公務員試験対策講座
・キャリアイベント
・模擬試験昨年度に続き、今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止に努め、慎重に対応してまいります。授業については、文部科学省から遠隔と対面のハ

イブリッド授業を推奨されており、春学期は、遠隔授業を主体とし、一部の科目で対面授業を実施しました。秋学期の対応について、学生の皆様に
は、CoLSを通じて随時ご案内をさせていただきます。保護者・保証人の皆様におかれましては、本学ホームページよりご確認いただくことができます。
先の予測がつかず予断を許さない状況でございますが、より一層のご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

東京未来大学では、学生支援の一環として各種ガイダンスを開催しています。 マナーやアルバイト等の学生生活の基盤作りを支援するガイダンスから 
リーダーシップやPC講座等のスキルの向上をサポートするガイダンスまで 幅広く内容別・学年別に年間10ガイダンス以上開催しています。 学年や時期に
合わせて意識形成や重要な情報の提供を行うことで、 より充実した大学生活を送れるよう支援してまいります。

東京未来大学では入学から卒業まで半期に一度、学生一人ひとりと、担当するキャンパスアドバイザーによる個別面談
を実施しています。春学期には学生の希望に合わせて対面かオンラインの選択制の個別面談を実施いたしました。

１００１００％％ １００％１００％
１００％１００％

１００％１００％

例年のように、学生たちは教員免許取得のため幼稚園・小学校・中学校に
て、保育士資格取得のため、保育所・施設にて実習をさせて頂きました。しか
し、2020年度は新型コロナウイルス感染症のため、予定通りの実習とはいかな
いこともあり、保育実習（施設）については、余儀なく学内演習に替えての学習
となりました。その後も、厳しい状況の中ではありましたが、実習先との調整を重
ね、学生の学びのため実習を引き受けて下さった実習先の皆様のおかげで、
2020年度に予定していた実習はすべて終了することができました。今年度も
昨年度同様に、適宜対応しながら実施していきます。

2021年度より4年生の公認心理師希望者を対象とする「心理実習」を開講し
ました。「心理実習」は、保健医療、福祉、教育、産業・労働、司法・犯罪という
公認心理師が働く5分野の現場実習に、事前事後指導を含め合計80時間
以上行うことが定められており、学部の公認心理師科目の集大成という意味
合いを持っています。今後も感染防止にしっかり対応の上、学生に効果的に
学んでいただくように支援してまいります。

入学 卒業

個別
面談

単位取得・
成績アップの支援

インターンシップ・実習・
資格取得などの成長機会の提供

納得の就職をするための
カウンセリングサポート

キャリア支援についてキャリア支援について

実習について実習についてプロジェクト活動についてプロジェクト活動について

地域連携推進委員会地域連携推進委員会

未来祭実行委員会未来祭実行委員会

授業について授業について

心理専攻

こども保育･教育専攻

モチベーション行動科学部

2020年度

就職率

すべて遠隔と対面の
ハイブリッド形式で実施しました。

すべて遠隔と対面の
ハイブリッド形式で実施しました。

2 0 2 0 年 度 卒 業 生 就 職 実 績

こども
保育・教育専攻

心理専攻
モチベーション
行動科学部

施設 6% 公務員 2% その他 2%

キャンパスアドバイザーによる面談

一般企業・公務員就職支援 保育・教育・福祉職就職支援

入学から卒業までの面談実施内容イメージ

一般企業
76%

施設
17%

こども園  3%保育所 4%

※就職者／就職希望者　2021年5月時点

第14回未来祭が、7月31日（土）、8月1日（日）に来校型とオンライン
型、2つの形式で開催されました。今年度は「Be Brave みんな
の想いで未来を創る」というテーマを掲げ、今までにない未来祭
を創り上げようと学生全員の想いを一つに前進しました。
新型コロナウイルスの感染拡大が懸念される中でしたが、徹底し
た感染症対策の上で未来祭を無事開催できたこと、そして多く
の方に一歩踏み出す勇気を感じていただけたことに喜びと感謝
の気持ちで一杯です。今後も今自分たちにできることは何かを考
え、仲間とともに明るい未来を創っていきたいです。

7月17日（土）に新型コロナウイルス感染予防対策を徹
底し、第6回こどもみらい祭を開催いたしました。約2年
ぶりのイベントとなりましたが、午前・午後の部合計220
名の来場者にお越しいただきました。今年度はオンラ
インツールを活用した小学生との連携企画や企業の
方との連携企画、体験型の学生企画の運営に加え、
オンライン上の製作ワークショップを実施し、沢山の
方々の協力のもとイベントを無事に開催することが出
来ました。来場者アンケートで頂いた意見を参考に、
今後もより良いイベントを作っていけるよう学生一同、
活動に取り組んでいきたいと思います。

7月21日（水）にプレゼンテーションⅠ大会が開催されました。本大会は、全学部1年生の春学期必修授業
である「プレゼンテーションⅠ」の集大成となる行事です。この授業では、自分の考えをわかりやすく相手に
伝える力、相手の話を聴く力、論理的に自分の考えを主張する力を養います。大会では、各クラスから選
ばれた代表1名が審査員の前で発表を行います。どの学生も創意工夫をこらした自分の発表を1年生な
がら堂 と々した姿で行いました。秋学期はプレゼンテーションⅡ大会に向けて、プレゼンテーションⅠの授業
で学んだ内容を活かし、さらに学びを深めていきます。

プレゼンテーションⅠ・Ⅱ大会

12月5日（日）に第15回クリスマスフェスタを開
催します。毎年恒例のクリスマスコンサートを
はじめ、製作やゲームなどを行う企画や、企業
の方と連携した企画を一から考え運営しま
す。このイベントを通じて、仲間と活動する上
で自分に何ができるかを考え、お互いの良い
ところを吸収し合える関係性になることを目標
としています。来場者の方にとっても、学生と
の関わりを通じて記憶に残るようなイベントを目
指しています。

教育実習・保育実習について 公認心理師希望者を対象とする心理実習について

本学で一番大きな委員会である地域連携推進委員会では、180名を超える学生が以下のイベントを企画・運営しております。

各 種 ガ イ ダ ン ス

一般企業
90%

こどもみらい祭

実践力を身に付ける参加型のプロジェクト 　未来祭

クリスマスフェスタ

第14回 未來祭実行委員 代表学生／こども心理学部 こども心理学科 こども保育・教育専攻 4年　田口紗希

地域連携推進委員会 代表学生／こども心理学部 こども心理学科 こども保育・教育専攻 3年　清水君恵 地域連携推進委員会 代表学生／こども心理学部 こども心理学科 心理専攻 2年　横山いづみ

※イベント変更の可能性がございます。詳しくは本学ホームページをご確認ください。

〈2021年保育職模擬試験の様子〉

一般企業 19%

幼稚園  11% 

小学校  5%

こども園  2%

施　設 10%

保育所
53%

pick up!


