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1学校法人の概要

（1）建学の精神

（2）歴史と現状

（3）設置学校等

（4）役員、評議員及び教職員に関する情報

（5）当該年度の主な事業計画の概要

2教育研究の概要

学長のメッセージ

1）教育研究上の目的並びに取得可能な学位に関する情報

◆大学、大学院、短期大学ごとの目的

◆学部・学科・課程・研究科、専攻ごとの教育研究上の目的

◆三つのポリシー（聖徳大学大学院・聖徳大学・聖徳大学短期大学部）

※学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針

2）教育研究上の基本となる組織に関する情報

◆学部、学科、研究科、課程等の名称

大学・短期大学部 大学院 通信教育

◆研究機関・附属施設

◆入学定員、収容定員及び修業年限

3）教員組織及び教員数並びに教員の保有学位、業績に関する情報

◆教員組織

・組織機構図

・会議・委員会組織図

◆教員数及び教員の学位保有状況

◆教員の業績等 学科から見る 氏名から見る4）学生に関

する情報

◆入学者、在学者数

◆卒業者数(学位授与数)、就職者数等 ◆卒業後の進路

状況 産業別就職者数 就職データ

5） 教育課程、学修の成果にかかる評価及び卒業認定にあたっての基準に関する情報

◆教育課程及び卒業（修了）に必要な修得単位数

大学（編入学）大学 短期大学 大学院

通信教育（大学・短大） 通信教育（大学院）

◆授業計画（シラバス）

大学 短期大学 大学院

通信教育

6）学習環境に関する情報

◆交通アクセス

聖徳大学・聖徳大学短期大学部　情報公開ホームページ
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http://www.seitoku.jp/gakuen/wa0801/index.html
http://www.seitoku.jp/univ/about/history.shtml
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/setchi_gakkou.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/yakuin_hyougiin_kyouin.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/jigyou_keikaku_gaiyou.pdf
http://www.seitoku.jp/univ/about/message.shtml
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/daigaku_mokuteki.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyouiku_mokuteki.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/policy.pdf
http://www.seitoku.jp/univ/#faculty
https://graduate.seitoku.ac.jp/
http://www.seitoku.jp/tk/introduction_menu.php
http://www.seitoku.jp/univ/about/institution.shtml
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/nyugaku_syuyou_teiin_nengen.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/soshikizu.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kaigi_soshikizu.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyouin_suu_gakui.pdf
http://www.seitoku.jp/daigaku/kyoinfd/gaka.html
http://www.seitoku.jp/daigaku/kyoinfd/simei.html
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/nyugaku_zaigaku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/sotsugyo_syusyoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/sotsugyo_shinro.pdf
https://career.seitoku.ac.jp/employment-data/
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyouikukatei_daigaku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyouikukatei_hennyu.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyouikukatei_tandai.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyouikukatei_in.pdf
http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/curric-univjcoll.php
http://www.seitoku.jp/tk/grad/curric-graduate.php
https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EU&opi=mt0010
https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EJ&opi=mt0010
https://smile.seitoku.ac.jp/aa_web/syllabus/se0010.aspx?me=EG&opi=mt0010
https://seitoku.libra.jpn.com/#/home?vtype=shelf&ctype=all&sort=setting&page=1&tags=4&order=desc
http://www.seitoku.jp/univ/access.shtml
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◆キャンパスマップ

◆川並弘昭記念図書館

7）学生　納付金に関する情報

◆授業料、入学金、その他の費用徴収

大学、短大、大学院

通信教育（大学） 通信教育（短大） 通信教育（大学院）

◆入試特待制度

8）学生支援と奨学金に関する情報

◆学生支援

学生支援組織（事務）

キャリア（就職・進学）支援 キャリア支援課

学生寮 学生支援課

履修 教育支援課

留学生支援 学生支援課

学生支援課課外活動（クラブ同好会）

保険制度 学生支援課

保健・衛生等 保健センター

◆奨学金制度

9）動物実験に関する情報

動物実験指針

動物実験委員会規程

動物実験施設年次報告

・平成21年
度 ・平成22年度

・平成23年
度

・平成24年
度 ・平成25年度

・平成26年
度

・平成27年
度 ・平成28年度

・平成29年
度

・平成30年
度

動物実験教育訓練実施報告書

・平成22年
度 ・平成23年度

・平成24年
度

・平成25年
度 ・平成26年度

・平成28年
度

・平成29年
度 ・平成30年度

10）研究活動および研究費に係る運営・管理体制

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部における研究活動に係わる行動規範

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部における研究活動に係る不正行為の防止に関する規程

公的研究費における不正使用防止計画

研究活動および研究費に係る運営・管理体制（組織図）

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部における研究活動の不正行為に対する通報等に関する取扱要領

3 特色ある取組みの内容
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http://www.seitoku.jp/univ/campus_life/map.shtml
http://www.seitoku.jp/lib/index.html
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/noufukin.pdf
http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/expense-univ.php
http://www.seitoku.jp/tk/tandai/expense-jcollege.php
http://www.seitoku.jp/tk/grad/expense-graduate.php
http://ouen.seitoku.ac.jp/exam2018/scholarship.html
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/soshikizu_jimu.pdf
http://www.seitoku.jp/univ/careersupport/
http://www.seitoku.jp/univ/campus_life/dorm/index.shtml
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/risyu.pdf
http://www.seitoku.jp/univ/kokusai
http://www.seitoku.jp/univ/campus_life/club.shtml
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/hoken.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/hokensenta.pdf
http://www.seitoku.jp/univ/campus_life/scholarship.shtml
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/doubutsujikken_shishin.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/doubutujikkenn_iinkaikitei.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/21doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/22doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/23doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/24doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/25doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/26doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/27doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/28doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/29doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/30doubutujikkenn_sisetsunennjihoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/22kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/23kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/24kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/25kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/26kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/28kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/29kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/30kyouikukunnrennhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kenkyukatsudo_kihan.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kenkyufuseiboshi_kitei.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/fuseishiyoboshi.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kenkyuhi_soshikizu.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kenkyukatsudo_tsuho.pdf
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1）教育力向上の取り組みの概要

◆聖徳教育

2）国際交流の概要（留学、協定校、国際交流施設） 

3）社会貢献・連携活動の概要

◆大学間連携

鳴門教育大学との連携協定

単位互換制度

◆産官学連携

◆高大連携授業

◆公開講座 聖徳大学オープン・アカデミー（ＳＯＡ） 

◆教員免許更新講習

◆免許法認定公開講座

◆司書・司書補講習

◆夏期保育大学

◆管理栄養士試験対策

◆研究所（ニュース、講座、イベント等）

児童学研究所言

語文化研究所生

涯学習研究所

◆心理教育相談所

※心の悩み、子ども問題、家族の問題に関する相談 

◆環境報告書

◆ニュース・イベント

・ニュース ・イベント

4教職課程の概要

教職課程に関する情報

5 ＩＲ情報

1）学修時間・学修実態

◆2018在学生の意識調査報告（平成30年4月調査結果）抜粋

◆2018卒業生の意識調査報告（平成30年4月調査結果）抜粋

2）授業評価結果

◆平成29年度 授業アンケート集計結果

3）学修成果

◆学位取得状況（学位授与数）

4）資格取得等実績

◆教員免許状の取得状況

◆就職データ

5）就職等進路にかかる実績

◆進路・就職情報（就職率等） 

6 自己点検・ 評価
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http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/seitoku_kyouiku.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kokusai_kouryu_gaiyou.pdf
https://www.seitoku.jp/news/detail.shtml?id=852
http://www.seitoku.jp/univ/about/credit_transfer.shtml
http://www.seitoku.ac.jp/chizai/sangaku
http://www.seitoku.jp/univ/education/high_univ_cooperation.shtml
http://www.seitoku.jp/soa/koukai
http://www.seitoku.jp/soa/koushin
http://www.seitoku.jp/soa/licence
http://www.seitoku.jp/soa/shisyo
http://www.seitoku.jp/soa/kakidai
http://www.seitoku.jp/soa/eiyou
http://www.seitoku.ac.jp/chizai/kenkyujo/jidou/
http://www.seitoku.ac.jp/chizai/kenkyujo/gengo/
http://tunagari.jp/
http://www.seitoku.ac.jp/kenkyujyo/sinri/
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kankyouhoukoku.pdf
http://www.seitoku.jp/news
http://www.seitoku.jp/events
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyousyoku.html
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/ishikichosa2018_zaigakusei.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/ishikichosa2018_sotsugyosei.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/jugyo_anquete2018.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/sotsugyo_syusyokuritsu2018.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyousyoku.html
https://career.seitoku.ac.jp/employment-data/
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/sotsugyo_syusyokuritsu2018.pdf
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《専門職学位課程》

平成29年教職大学院自己点検・評価報告書

《大学》

平成27年大学自己点検・評価報告書

《短期大学部》

平成29年短期大学部自己点検・評価報告書

平成30年短期大学部自己点検・評価報告書

7財務の概要

財務情報

4

http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/kyoushokudaigakuin_29jikohyoukasho.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/h280308_jihee_slf.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/H29JuniorCollege_jikotenkenhyoukasho.pdf
http://www.seitoku.jp/jouhou_datafile/H30JuniorCollege_jikotenkenhyoukasho.pdf
http://www.seitoku.jp/files/2019_keiri_koukai_data.pdf

