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01 学長挨拶



こども心理学部長挨拶

こども心理学部の方針

について



こども心理学部の目的 学部長 出口保行

日本の未来を担う子どもの豊かな成長を、
家庭、学校、地域社会及び、それらをとりま
く文化との相互関係という視点から捉え、単
に知識や技能を修得するにとどまらず、人
間性を高める教育を併せて展開することに
より、真に社会に役立つ人材を養成する。



こども保育・教育専攻

幅広い教養とキャリア教育を前提

とし、未来を担う子どもたちの健全

な発達・学びを促すために必要とな

る、子どもの保育学的・教育学的な

理解に根ざした「高度な専門的知識

と技能」とともに「豊かな心」を併

せ持った人材を養成する。

講義や演習及び実習さらには課程

外における活動を通して理論的な理

解力と実践力を併せ持った保育者・

教育者を養成する。

こども心理学部 目的

幅広い教養とキャリア教育を前提
とし、子どもを中心としたあらゆる

年代を対象とした心理学の基礎的概

念を修得し、心理学の理論や方法論
に依拠した科学者－実践家モデルを

基盤にしながら、人の健全な発達・

学びを促すための理論的理解と実践
力を養い、あわせて課程外における

活動を通して「高度な専門的知識と

技能」とともに「豊かな心」を併せ
持った人材を養成する。

心理専攻



カリキュラムポリシー

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる知識・技能の修得
を円滑に進めることができるよう、一般教育科目、専門教育科目、キャリア科目
の下に科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業を
開講する。

■こども保育教育専攻

幅広い教養及びキャリア教育を１年次から履修することと同時に、
子どもの「こころ」と「からだ」の健全な発達の理解を基盤とした教育
を行う。
■心理専攻

幅広い教養及びキャリア教育を１年次から履修することと同時に、子
どもを中心としたあらゆる年代の人の心理と行動の理解を基盤とし
た教育を行う。



ディプロマポリシー

■幅広い教養及び心理学、保育学及び教育学の専門的な
知識を修得し、社会に貢献しうる者に学位を授与する。

■学位の授与にあたっては、通学課程では最終学年におい
て卒業研究・卒業論文を完成し提出しなければならない。

卒業研究・卒業論文の審査に合格し、卒業研究・卒業論文
を含めた所定の単位を修得した者に心理専攻では「学士（心
理学）」、こども保育・教育専攻では、「学士（保育・教育学）」
を授与する。



養成の主点

こども心理学科こども保育・教育専攻

以下の要件を満たす人材を養成する。自然・
人文・社会等の幅広い教養的知識・技能を修
得している。

〇子どもの心身の健全な発達についての高度
な専門性を発揮できる職種である、小学校教
諭、幼稚園教諭、保育士、福祉職種に向けた
職能を修得するように努めている。

〇上記職種に限らず、家庭との関わり、環境
や文化との関わりの中で育つ子どもに関する
専門的知識・技能を利活用できる就業力を修
得している。

〇実社会で活躍できるような、本学の共通及
び専攻が指定した学士力（人間性や心の豊か
さを培うスキル）を修得している。

こども心理学科心理専攻

以下の要件を満たす人材を養成する。

〇自然・人文・社会等の幅広い教養的知識・
技能を修得している。

〇子どもを中心としたあらゆる年代の人の心
理学に関して、学士として十分な専門的知識・
技能を修得している。

〇教育・保育・福祉領域などにおける心理職
としての専門的な知識を有し、実践的な力を
発揮することができる技能を修得している。

〇実社会で活躍できるような、本学の共通及
び専攻が指定した学士力（人間性や心の豊か
さを培うスキル）を修得している。



エンロールメント・
マネジメント局

教育課長：萩元智子

授業や履修について
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コロナ禍における授業方針
■文部科学省の方針に基づき実施
学生の学修機会の確保と感染対策の徹底の両立
を図る、対面と遠隔のハイブリッド
学部専攻、学年によって異なるが、対面8割、遠
隔2割程度

■時間割
1限 8:50～10:30 ～5限
16:50～18:30（6限 18:40～20:20）100分14週

■新型コロナウィルス感染症対策
マスク着用、消毒液各所配置、教室収容人数調
整、座席指定等



履修及び履修登録
〇指定された期限内に、システム（CoLS）で登録
例年 4月 春学期の履修登録期間

9月 秋学期の履修登録期間

〇大学では学生自身の学びに対する意思表示＝履修登録
学生ごとに履修計画を立て、選択
※未登録であっても、授業料は発生。

〇履修計画のアドバイスはCAや担任／教員が担当
指定された方法や期日で、学生自ら相談が可能
単位を落とすと、4年間での卒業が厳しくなる可能性も発生



単位認定等

〇授業回数の2/3以上を出席（全14回出席するのが前提）
※出席だけすればよいということではない
※科目によっては1回欠席で単位修得不可

〇GPA制度の活用
GPA値が低い場合、奨学金が廃止されることもある。
各期のGPA値が1.5を下回った場合、学生本人、担任／ゼミ教員
、担当CA、保護者同席など、面談を行う場合あり。

〇各種要件に注意
進級要件、卒業要件、資格・免許取得要件



就職支援について
エンロールメント・マネジメント局
キャンパスアドバイザー 逸見亜耶 齋藤結



目次
①キャリアセンター

•就職支援の取り組み

•昨年度の実績

②保育・教職センター

・就職支援の取り組み

・昨年度の実績



就職内定率について

99.4

就職内定率

％

実就職率ランキング
東京都心理系大学

1位

開学以来、就職内定率 90％以上のサポート力

※2022年5月時点 ※2022年7月時点



就職支援の取り組み
～一般職 就職サポートプログラム～



自分・社会を知る
・自己分析カードゲーム
・価値観発見カードゲーム

将来をイメージする

・自己分析カードゲーム
・価値観発見カードゲーム
・職種研究ワークショップ
・社会人の話を聞く

実践と挑戦 就活準備

・キャリアガイダンス
・ISの探し方
・就職計画の立て方
・ES作成実践対策
・GD実践対策講座
・履歴書作成対策＆添削
・合同企業研究会
・マッチングセミナー
・ランチョンセミナー

希望進路に向け
実践開始

・個別企業説明会
・合同企業説明会
・HWジョブサポーター
・面接練習
・書類添削
・求人紹介
・担当CAによる就職個
別サポート



就職支援の取り組み
～保育・教職・福祉職 就職サポートプログラム～



自分・社会を知る

・1日保育・教職体験
・職場マップの作製

実践と挑戦

・幼稚園実習（幼保）
・保育園十種（幼保）

・小学校ボランティア
（小幼）
・事前・事後指導
・

実践と挑戦 就活準備

・キャリアガイダンス
・公務員試験講座
・ES作成実践対策
・施設実習（幼保）
・幼稚園実習（小幼）
・介護等体験（小幼）
・小学校ボランティア
（小幼）
・養成塾
・事前・事後指導
・

希望進路に向け実践開始

・面接練習
・書類添削
・求人紹介
・担当CAによる就職個別サ
ポート
・板書・場面指導（小幼）
・ピアノ実技模擬試験
・幼稚園実習（幼保）
・保育or施設実習（幼保）
・小学校教育実習（小幼）



就職内定率について

100
就職内定率

％

保育士実就職ランキング
東京エリア

3位

開学以来、就職内定率 90％以上のサポート力

※2022年5月時点 ※2022年7月時点

幼稚園実就職ランキング
東京エリア

3位
※2022年7月時点



支援方針と学生生活生活の報告（CAより）

エンロールメント・マネジメント局 CA：奥山 祐未
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キャンパスアドバイザー制度

学生

クラス担任
(教員)

専門科目の
教員

キャンパス
アドバイザー
(職員)



■学生一人ひとりの強
みや可能性を見つけ

それぞれに合った成長
機会を提供、サポートを
行う

■半期に一度個別面談
を実施。

本人の成長計画を一緒
に考える。

キャンパスアドバイザー制度



履修相談

大学生活の悩み

就職活動サポート

大学生活の目標設定

キャンパスアドバイザー制度



安心感

自身の

課題の

発見

自身の

強みの

発見

挑戦の

きっかけ

モチベー

ションの

維持

振り返り

の機会

キャリア

観の醸

成

その他

全体 288 364 203 229 159 224 58 35

288
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0
50

100
150
200
250
300
350
400

CA による面談や授業 、プロジェクト活動等を通して、あな

たはどのようなことを得られましたか(複数回答)

回答数：711

全体



学生生活のご報告
～MIRAI FES.2022について～



MIRAI FES.とは

東京未来大学の2大プロジェクト（未来祭、三幸フェス
ティバル）が新たに生まれ変わりました。

地域の皆様だけでなく、遠方に住む方にも楽しんでい
ただける、私たちの「挑戦」とその先の「感動」を届けら

れるようなプロジェクトになっています。
学生自身で選択をしたコンテンツに参加し、成長する

ことを目的としています。



第1回 MIRAI FES. テーマ

PALLET ―届けよう、みんなのメッセージ―



DAY1
＠東京未来大学
★学生出展
★芸能人企画
★企業・地域出展
★オンライン企画

DAY1では、東京未来大学の学生や
企業による個性豊かな企画・出展を
ご用意し、こどもから大人まで楽しめ
るコンテンツを行いました。



DAY2
＠東京武道館

★応援・パフォーマンス・競技

★フィナーレ

赤団・青団・紫団のそれぞれのテーマ
をもとに一糸乱れぬ演舞や熱意あふ
れるパフォーマンスを披露。
また、競技では白熱した光景が見ら
れました。



06 副学長挨拶


