
聖徳で保育士になる！
実績、伝統、信頼×万全の学習サポート体制＝「保育の聖徳®」

進化＆深化中！ 聖徳の確かな実績と学習支援システム

4年半をかけて卒業。あきらめなかったのは
「保育士になる！」という強い思いでした。

聖徳OGの
保育士を
ご紹介！

短期大学部 保育科
2013年4月入学 2017年9月卒業
杉山 めぐみさん（38歳）

事務職として働いていた会社を辞め、33歳で学童保育スタッフとして働き始める。
学童保育の仕事を続けながら保育士取得をめざすため、聖徳に入学。慣れないレ
ポート作成や、一から習い始めたピアノに苦労し、何度も心が折れそうになったも
のの、4年半をかけて卒業できたのは、「保育士になる！」という強い思い。

茨城県ひたちなか市あずみの森保育園勤務
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4月26日　まで春 学 期 生
出願受付中！ 金
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実績、伝統、信頼×万全の学習サポート体制＝「保育の聖徳®」

「保育士不足」が社会問題化している昨今。
保育士をめざす人は増えているものの、国
家試験合格率はこの10年で平均20％と伸
び悩んでいます。なりたいけれども、難しそ
うだからと一歩前に進めない。そんな方こ
そ、国家試験不要の聖徳の通信教育の扉を
叩いてください。早く、確実に、しかも現場で
すぐに活躍できる保育士になるという夢を
しっかりとサポートします。「保育の聖徳®」
ブランドは、あなたの期待を裏切りません！

1位
保育士採用数
12年連続

全国 1位
幼稚園教員採用数
5年連続11回目

全国

2017年大学通信調べ。幼稚園教員採用数は
12年12回中11回の全国1位。

電車の運転士をしていますが、電車に手を
振ってくれる園児たちの姿を見ているうち
に、保育士になりたいという子どもの頃から
の夢が再燃。通信制の大学で資格取得をめ
ざすことを決意しました。聖徳を選んだの
は、児童学に定評があり、保育士や幼稚園
教員を多数輩出しているから。現在は主に
約1時間の通勤時間や勤務中の休憩時間
を利用して勉強をしています。ピアノは全く
の初心者だったのですが、丁寧な個別指導
や自主練習の甲斐があり、1年間で課題曲
のうち32曲に合格しました。スクーリングで
共に学ぶ方の中には保育現場で働いている
方も多く、現場の生の声が聞けるのもため
になります。「大卒」資格と幼保のW取得を
実現し、子どもたちの夢を大切に育める保
育者になることが目標です。

仕事と両立しながら
大卒と幼保の
W取得をめざします

児童学部 児童学科
2017年10月入学（1年次入学）
千野 要さん

高校卒業後、鉄道会社に入社。
保育士になることと大学進学を実現するため、
児童学科に1年次入学。

  20代        男性
児童学科1年次入学

  50代        女性
保育科1年次入学

  30代        女性
児童学科3年次編入学

夫の実家が幼稚園を経営しており、現在は
夫が園長を務めています。私も事務職員と
して仕事を手伝っていますが、幼稚園で働
く以上は幼稚園教諭免許や保育士資格を
取りたいと思っていました。末娘が高校に入
学し、手が離れたのを機に、通信制大学入
学を決意。その頃長女が聖徳の通信で保育
士をめざしていたため、激励する意味で私も
聖徳を選びました。聖徳の魅力は、スクーリ
ングが充実していること。先生方の素晴らし
さはもちろん、高校を卒業したばかりの方や
還暦を過ぎた方など、様々な立場で学ぶ
方々と知り合えることが刺激になっていま
す。「学ぶ」ことは、何歳になっても楽しいも
の。卒業後は大学で得た知識を活かし、園
で一緒に働く先生方をサポートしたいと
思っています。

子育てが一段落。
娘も学んだ聖徳で、
幼保W取得を！

短期大学部 保育科　
2018年4月入学（1年次入学）
O.Mさん

結婚後は夫の実家が経営する幼稚園で事務職
員として働く。子育てが一段落したのを機に保育
科に入学。目標は保育士+幼稚園教諭W取得。

昔から保育士に憧れていましたが、家庭の
事情により断念。短大卒業後、通信教育で
保育士資格を取得しようと考えましたが、会
社勤めとの両立は難しく、またも断念してし
まいました。2度目の出産を機に退職し、公
立保育園で保育補助として働き始め、下の
子どもの小学校入学をきっかけに、もう一
度保育士にチャレンジしようと思い、聖徳に
入学。仕事の休憩時間や子どもが寝た後な
ど、短い時間ながら集中的に勉強すること
を心がけて、3年で卒業することが目標で
す。スクーリングの仲間には小学校の教員
をめざす方もいて、勉強方法などを教えても
らうことも。多忙ながら、新しいことを知る
楽しさに満ちた毎日は充実しています。これ
から実習も始まるので、新たにどんな発見
があるか楽しみです。

二度の挫折を経て
下の子どもの小学校
入学を機に再挑戦

児童学部　児童学科　
2017年4月入学（3年次編入学）
宍戸 麻美さん

短大卒業後、一般企業に就職。現在は保育園の
パート職員として働きながら、保育士+幼稚園教
諭W取得をめざしている。

聖徳大学 児童学部＜通学課程＞の就職実績

1全国位
12年
連続

1全国位5年
連続 11回目



聖徳で保育士になる！
教員MESSAGE

児童学科長 教授
沢崎 真史先生

実践重視のスクーリングで
「現場力」のある保育士に

聖徳の卒業生が実力を備えた即戦力の
プロとして高い評価を得ている理由は、
現場で必要な能力を確実に身につけら
れるカリキュラムにあります。保育・幼児
教育の現場をよく知る先生が考えた教
育内容と、実践重視のユニークな授業
が多いスクーリングが相互に作用しなが
ら、知識や技術を修得し、保育士や幼稚
園教諭の資格・免許を得られます。聖徳
大学の実績に裏づけられた学びをもと
に、自分の夢を実現してください。

レポート作成や松戸キャンパスに登校して学習するスクーリング、さらに
現場での実践力を身につける実習を通して、単位を修得していきます。

通信科目 スクーリング 実 習

月に1～2科目を目安にレポートを
提出します。レポートが合格をし
たら日曜日に開催している科目終
了試験を受験します。

原則1単位1.5日、2単位科目で3日
間、連続した日程で実施。春期・夏
期に約2週間の出席が必要です。

実習先となる保育所や施設を自
己開拓し、4年次（短大保育科は3
年次）に約2週間分の実習を3回
実施します。

※詳細は『平成31年度春学期入学生用 学習イメージブック』をご覧ください。

ATTENTION
金銭面の負担を軽減する
心強い学資サポート制度！

育士資格取得をめざす学生を対象に、
修学に必要な費用を自治体が支援する

「保育士修学資金貸付制度」。貸付額は最大2
年間で合計160万円で、卒業後に保育士登録
を行い、貸付を受けた都道府県などに継続して
就業すれば、貸付額の返済が免除されます。学
費はもちろん、ピアノ教本の購入代金やピアノ
のレッスン料などもカバーできるので、修学の
際にはぜひご活用ください。申請先や申請方法
など、詳細は各自治体までお問い合わせを。

HOT TOPICS
ピアノ試験に都心会場新設！
科目終了試験と同時受験も可能

ATTENTION
幼稚園一種＋保育士が2年で
取得できるのは聖徳だけ！

保育士国家試験の受験者数と合格率の推移
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幼稚園
一　種 保育士

●●●●●●●●●●●●●●●保育士になるための通信での学習

大宮

新宿

横浜

40分

23分

30分

田町

三田

保 京タワーがすぐ近くにそびえ立つ「聖徳
大学幼児教育専門学校」（JR「田町」駅・

都営地下鉄「三田」駅から徒歩5分）にて、科目
終了試験とピアノ試験が同日に受けられる日程
を新設します（年間3回程度を予定）。同校には
60台のピアノを完備したピアノ練習室がある
ので、科目終了試験が終わったら、ピアノ試験
の直前まで思う存分、ピアノの練習が可能！　
アクセス抜群の都心会場新設で、ピアノ試験
がより受験しやすくなります。

東 006年から「認定こども園」の制度がス
タートし、保育所と幼稚園の機能を併せ

持つ施設が増えています。この職員となる「保
育教諭」については、幼稚園教諭免許状と保育
士資格の両方を有していることが原則となるの
で、同時取得が就職においてますます有利に
なり、その需要も年々高まっています。幼稚園
教諭一種免許状と保育士資格の2つを最短2
年で取得できるのは、通信制大学では聖徳だ
けです！

2

最短2年で幼稚園一種＋保育士が
取得できるのは聖徳だけ！（大学・児童学科）

※大学3年次編入学の場合

都心部からのアクセス抜群！

ピアノ

児童学科（3年次編入学）では34、
短大保育科では17のピアノ課題
曲の実技試験に合格して単位を
修得します。

貸 付

2年間で最大
160万円！

自治体

保育士
志望者

卒業後、保育士
として働けば

返済
免除

科目終了試験
+

ピアノ試験

同時取得は
就職に有利！

合格率こんな
低いんだ・・・

独学よりきちんと
学ぶ方が近道？！



「セイトク」だから合格できる！ 「通信」だから今すぐ学べる！
取得できる資格と免許

幼稚園教諭免許
（一種・二種・専修）
小学校教諭免許
（一種・二種・専修）
中学校教諭免許
（一種・二種）（英語・国語・社会）
高等学校教諭免許 
（一種）（英語・国語・地歴・公民・書道・福祉）

養護教諭免許（一種）
保育士

公認心理師（大学）
認定心理士
心理相談員
応用心理士
児童福祉司（要実務１年）（任用資格）

児童指導員（任用資格）
心理判定員・児童心理司（任用資格）

社会福祉士（受験資格）
精神保健福祉士（受験資格）
社会福祉主事

図書館司書
学芸員

心理系

福祉系

教育・
保育系

文化系

聖 徳 通 信 検 索

ウェブでも検索OK!▶最新の情報は
LINEでCheck!

ますます
進化＆
深化中！

聖徳の確かな実績と学習支援システム
聖徳の通信教育が選ばれる理由は、高い合格実績と手厚い学習サポート体制。
オンライン学習支援システムの拡充をはじめ、より学びやすい環境へとアップグレードしています。

【S-kip】

科目終了試験やスクーリング、実習指導などの各種申し込み手続きをWebで簡
単に行える聖徳大学通信教育部のWebフォーム「S-kip」。2018年度からは、今
まで郵送だったレポート提出が、Webで簡単に送信できる「Webレポート」も始まっ
ています。さらに、スクーリングを自宅にいながら受講できる「Webスクーリング」も
開設準備中。実践力が身につくと卒業生から高く評価され、遠方からも多くの学
生が登校して受講する「体験型スクーリング」とあわせて、聖徳の大きな魅力のひ
とつであるスクーリングがますますパワーアップします。ご期待ください。

第30回社会福祉士国家試験では3年連続１位となる
67 . 6％、第20回精神保健福祉士国家試験では
78.8 ％（2位）という高い合格率（いずれも通信制・新
卒のみ）を実現しています。

夏・冬・春の長期休みでの集中開講に加え、GW（ゴール
デンウィーク）とWE（ウィークエンド）スクーリングが始まって
います。より自分の生活スタイルに合わせたスクーリング受
講計画が立てられ、学習進度も早まるなどメリット満載！

【WEスクーリング】

免除条件に該当する場合、社会福祉士取得希望者は3科
目7単位分、精神保健福祉士は2科目8単位の実習科目
が免除。「実務経験による実習免除制度」を活用すれば、
その分の課程履修費40,000円がマイナスになります！

【実習免除】
仕事と学びの両立を支援！
指定施設推薦奨学制度
働きながら学ぶ人を「SEITOKU指定施設推薦奨学制
度」がサポートします。勤務先の推薦で入学金30,000
円が減免に。詳細をホームページでご確認のうえ、ぜひ
ご活用ください！

GW（5月）と冬期（12月）スクーリングの追加開催により、
各科目の開催が年２回から3回に増加。図書館司書資格
が「1年で確実に」取得できるようになりました。

通信教育部サイトのトップページから、24時間いつでもどこ
でも出願受付ができます。便利な「Web出願」なら、選考料
が半額！ ぜひご活用ください。

【1年で司書】 【Web出願】

このご案内は、本学に資料請求をいただきました皆さまにお送りさせていただいております。今後、送付を希望されない場合は、お電話（047-365-1200）にて送付停止のご連絡をいただきますようお願いいたします。

【奨学制度】

スクーリング増加により
1年で確実に司書資格取得

願書の取り寄せ不要！
いつでもどこでも出願可能

社福国家試験合格率は
3年連続で1位！

仕事との両立でも出席可能
大好評GW/WEスクーリング

おサイフにやさしい！
実務経験による実習免除

試験申し込み・レポート提出Web化進行中！

【社福合格率】

S-kip
試験申し込み

S-kip

レポート

社福合格率
67.6%

精神合格率
78.8%

1位

2位

3年連続

実習

レポート作成

科目終了試験

スクーリング

夏 冬 春

夏 冬 春
GW WE

（1科目あたり年3回）

夏 春冬GW

夏GW春冬

修
　
了

入
　
学

春学期生

秋学期生

¥10,000
¥5,000

選考料

1294人

選考料

平成30年度
出願者の利用実績

個別相談学習説明 卒業生
体験談

キャンパス
ツアー・・・・

入学説明会すぐに行ける！
お近くの会場を Check!

東京日

11:00-15:002 3
東京国際フォーラムガラス棟５階Ｇ５０２室
ＪＲ有楽町駅から徒歩１分

松戸日

13:00-15:302 10
聖徳大学 松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩５分

千葉土

11:00-15:002 16
ペリエ千葉７階 ペリエホールC室
ＪＲ千葉駅東口直結

東京日

11:00-15:002 17
東京国際フォーラムガラス棟５階Ｇ５０２室
ＪＲ有楽町駅から徒歩１分

大宮土

11:00-15:002 23
大宮ソニックシティ ７階７０７室
JR大宮駅西口から徒歩３分

名古屋日

11:00-16:002 3
ミッドランドスクエア ５階ホール
JR名古屋駅から徒歩５分

横浜土

11:00-16:002 9
新都市ホール横浜新都市ビル（そごう）９階
JR横浜駅東口から徒歩５分

大阪月

11:00-16:002 11
阪急グランドビル
ＪＲ大阪駅から徒歩３分

福岡土

11:00-16:002 16
エルガーラホール ８階
地下鉄天神駅から徒歩５分・西鉄福岡駅から徒歩３分

名古屋日

11:00-16:002 17
名古屋サンスカイルーム
地下鉄鶴舞線、東山線伏見駅から徒歩４分

岡山日

11:00-16:002 17
イオンモール岡山 ５階おかやま未来ホール
ＪＲ岡山駅地下改札口から徒歩５分

大阪土

11:00-16:002 23
マイドームおおさか １階展示ホールＡ
地下鉄御堂筋線本町駅から徒歩１５分

新宿日

11:00-16:002 24
新宿エルタワー ３０階
JR新宿駅西口から徒歩３分

・・・・

平成31年 春期合同入学説明会
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