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豊田 社会福祉士と精神保健福祉士の
ダブル取得、おめでとうございます。竹内
さんは、なぜ聖徳大学で学ぼうと思った
のですか？
竹内 高校卒業後、特別養護老人ホー
ムに勤務していましたが、次第に介護士
が行える援助には限りがあると感じるよ
うになりました。そこで別の角度から対人
援助に携われる福祉の専門職はないか
調べた結果、社会福祉士と精神保健福
祉士の資格取得を目指すことに行き着
いたのです。同時に介護福祉士とケア
マネージャーの資格も独学で取得した

かったので、仕事を続けながら学べる通信
制の大学のなかから、国家試験合格率が
全国トップクラスの聖徳を選びました。
豊田 介護士の仕事には夜勤もあります
し、仕事と学習を両立するのは大変だっ
たでしょう。
竹内 はい、休日を中心に1日に6～7時
間を学習にあてていましたが、最初の数
年間は全く手をつけなかったので、卒業
までは結局、6年半かかってしまいました
（笑）。それでも国家資格をダブルで取得
するという目標を達成できたのは、聖徳
の先生方の手厚いご支援のおかげだと
思います。ご自身の現場での経験をもと
にわかりやすく指導してくださったので、
卒業後の仕事のイメージが明確になり、

学習への意欲につながりました。実習や
国家試験の勉強で悩んだ時も、相談に
乗ってくださり、本当に心強かったです。

豊田 聖徳の社会福祉学科には、他職
種からの転職や竹内さんのようにキャリ
アアップを目指す社会人の学生が多い
ですね。皆さんの熱意に応えられるよう、
私たち教員もさまざまな工夫をしていま
す。たとえば、まったく知識や経験がない
状態でいきなり社会制度や福祉政策の
話をされても、関心を持てませんよね。で
すから私の授業では、まず「自分が生活
している街」の福祉について知ることか
ら始めます。聖徳には日本全国のさまざ
まな地域から学生が学びに来ています
から、学生同士で意見を交換しあううち
に、それぞれの街の特色が見えてきて、
「なぜ自分の街とは違うのだろう？」と考
えます。そうやって身近なところから関心
を広げていくと、専門的な知識も理解し
やすくなるのです。
竹内 私も長年、地元で暮らしてきました
が、豊田先生の授業を通して、地元の
福祉についてさえまだまだ知らないこと
があると気づきました。先生の授業はグ
ループワークが多かったので、自分と違
う年代の人と会話できたことも良い経験
でしたね。共同作業によってひとつの事
例に対してさまざまなアプローチがある
ことを知り、視野が広がりました。

豊田 そこがスクーリングを重視している
聖徳の学びの魅力ですね。同じ目標に
向かう仲間の存在はモチベーションの
向上につながりますし、情報や意見を交
換しあうことで、より生産的かつ効率的
に学ぶことができます。実際、学生同士
のコミュニケーションが盛んな学年は、
国家試験合格率も高いのです。さて、竹
内さんは資格を取得したことで新しい道
が拓けてきたと思います。今後、どのよう
な仕事をしたいと考えていますか？
竹内 実習をきっかけに精神障害者の
支援に興味を持ったので、ソーシャル
ワーカーとして精神科で働きたいと思っ
ています。

豊田 精神障害はさまざまな要因が複雑
に絡み合って起こるものなので、大学で
学んだこと以外にも、幅広い知識が必
要ですね。聖徳で多様な世代・職種の
仲間と出会ったことが、これからきっと大
いに役立つはずです。聖徳の卒業生に
は会社を興した人や、自分で福祉施設
を立ち上げた人もいます。そうした人々と
連携することで、より柔軟で幅広い支援

ができるようになるでしょう。卒業生が在
学生の実習指導にあたるなど、思わぬと
ころに人と人のつながりがあるもので
す。聖徳で学んだ人、これから学ぶ人に
は、そうしたつながりを大切にして、社会
に「聖徳ネットワーク」をどんどん広げて
いってほしいと願っています。

「驚異の合格率」
今年も社会福祉士国家試験68.2％（通信制・新卒5年連続１位）という圧倒的な合格率を達成したセイトク
の通信教育。高い合格実績を生む学びの特長と魅力について、社会福祉士と精神保健福祉士をダブル取得
して今年3月に卒業した先輩と、社会福祉学科の教員のお二人に語り合っていただきました。

ダブル取得の卒業生と教員に聞きました！
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経験豊富な教員による、聖徳の国家試験対策講座
は、限られた時間で効果的に学べると評判です。

実習免除で時間と
学費を節約

「実務経験による実習免除制度」を活用すれば、
現場実習による勤務休暇の負担を軽減できます。

スクーリングは
GW/WEに

GW（ゴールデンウィーク）とWE（ウィークエンド）にも
開講されるスクーリングが大盛況です。

勤務先の推薦で
入学金が減免

勤務先の推薦で入学金が30,000円減免される
「SEITOKU指定施設推薦奨学制度」があります。

心理・福祉学部 
社会福祉学科
2013年10月入学（1年次入学）
2020年3月卒業

竹内 清貴さん

心理・福祉学部 
社会福祉学科 教授

豊田 宗裕先生
≪主な担当科目≫
社会福祉援助技術現場実習

社会福祉士国家試験

出発点は自分の街の福祉

心強かった手厚い学習支援
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だから、聖徳が選ばれる●●●●●●●●●●社 会 人 が 学 び や す い ！
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豊田 社会福祉士と精神保健福祉士の
ダブル取得、おめでとうございます。竹内
さんは、なぜ聖徳大学で学ぼうと思った
のですか？
竹内 高校卒業後、特別養護老人ホー
ムに勤務していましたが、次第に介護士
が行える援助には限りがあると感じるよ
うになりました。そこで別の角度から対人
援助に携われる福祉の専門職はないか
調べた結果、社会福祉士と精神保健福
祉士の資格取得を目指すことに行き着
いたのです。同時に介護福祉士とケア
マネージャーの資格も独学で取得した

かったので、仕事を続けながら学べる通信
制の大学のなかから、国家試験合格率が
全国トップクラスの聖徳を選びました。
豊田 介護士の仕事には夜勤もあります
し、仕事と学習を両立するのは大変だっ
たでしょう。
竹内 はい、休日を中心に1日に6～7時
間を学習にあてていましたが、最初の数
年間は全く手をつけなかったので、卒業
までは結局、6年半かかってしまいました
（笑）。それでも国家資格をダブルで取得
するという目標を達成できたのは、聖徳
の先生方の手厚いご支援のおかげだと
思います。ご自身の現場での経験をもと
にわかりやすく指導してくださったので、
卒業後の仕事のイメージが明確になり、

学習への意欲につながりました。実習や
国家試験の勉強で悩んだ時も、相談に
乗ってくださり、本当に心強かったです。

豊田 聖徳の社会福祉学科には、他職
種からの転職や竹内さんのようにキャリ
アアップを目指す社会人の学生が多い
ですね。皆さんの熱意に応えられるよう、
私たち教員もさまざまな工夫をしていま
す。たとえば、まったく知識や経験がない
状態でいきなり社会制度や福祉政策の
話をされても、関心を持てませんよね。で
すから私の授業では、まず「自分が生活
している街」の福祉について知ることか
ら始めます。聖徳には日本全国のさまざ
まな地域から学生が学びに来ています
から、学生同士で意見を交換しあううち
に、それぞれの街の特色が見えてきて、
「なぜ自分の街とは違うのだろう？」と考
えます。そうやって身近なところから関心
を広げていくと、専門的な知識も理解し
やすくなるのです。
竹内 私も長年、地元で暮らしてきました
が、豊田先生の授業を通して、地元の
福祉についてさえまだまだ知らないこと
があると気づきました。先生の授業はグ
ループワークが多かったので、自分と違
う年代の人と会話できたことも良い経験
でしたね。共同作業によってひとつの事
例に対してさまざまなアプローチがある
ことを知り、視野が広がりました。

豊田 そこがスクーリングを重視している
聖徳の学びの魅力ですね。同じ目標に
向かう仲間の存在はモチベーションの
向上につながりますし、情報や意見を交
換しあうことで、より生産的かつ効率的
に学ぶことができます。実際、学生同士
のコミュニケーションが盛んな学年は、
国家試験合格率も高いのです。さて、竹
内さんは資格を取得したことで新しい道
が拓けてきたと思います。今後、どのよう
な仕事をしたいと考えていますか？
竹内 実習をきっかけに精神障害者の
支援に興味を持ったので、ソーシャル
ワーカーとして精神科で働きたいと思っ
ています。

精神保健福祉士は精神障害者への相談支援にとどまらず、うつ病と自殺防止対策、職場のメ
ンタルヘルス、児童虐待やいじめに対する介入など、精神保健上の幅広い分野での役割が求
められるようになっています。資格を取得した卒業生の多くが実践の場で活躍しています。そん
な卒業生たちに、在学生の実習巡回で指導者としてお会いすることが教員として何よりの喜び
です。卒業、そして資格取得まで、定めた目標を見失うことなく根気強く学習を続けてください。

豊田 精神障害はさまざまな要因が複雑
に絡み合って起こるものなので、大学で
学んだこと以外にも、幅広い知識が必
要ですね。聖徳で多様な世代・職種の
仲間と出会ったことが、これからきっと大
いに役立つはずです。聖徳の卒業生に
は会社を興した人や、自分で福祉施設
を立ち上げた人もいます。そうした人々と
連携することで、より柔軟で幅広い支援

ができるようになるでしょう。卒業生が在
学生の実習指導にあたるなど、思わぬと
ころに人と人のつながりがあるもので
す。聖徳で学んだ人、これから学ぶ人に
は、そうしたつながりを大切にして、社会
に「聖徳ネットワーク」をどんどん広げて
いってほしいと願っています。

「驚異の合格率」

竹内さんが国家試験対策として使用したテキスト。付箋や書き込みが至る所に！

心理・福祉学部 
社会福祉学科 教授

川池 秀明先生
≪主な担当科目≫
精神保健福祉援助実習

～精神保健福祉士を目指すあなたへ～

資格取得はあくまで手段。どう活かすかが本来の目標
教員

MESSAGE

仲間の存在が合格の決め手

現場経験がベースのわかりやすい指導で
卒業後に働く自分のイメージが明確に。
学ぶ意欲がどんどん高まりました。

聖徳で学んだ人たちは世代や職種を超えて
思わぬところでつながっています。
そんな「聖徳ネットワーク」を
広げていってください。

の理由とは？

竹内さん

豊田先生



聖徳通信 検索

ウェブでも検索OK!▶最新の情報は
LINEでCheck!

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。

実はおトク？な「秋入学」で
学習を始めよう！

社会福祉士・精神保健福祉士を目指すなら、秋（10月）入学がオスス
メ。たとえば今年10月に3年次編入で入学し、2年後の9月に卒業する
と、その翌年の2月頃に行われる国家試験までの約4か月は試験対策に
専念できるからです。そんな大きなメリットも得られる秋入学で、聖徳
の学びを始めてみませんか？

「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・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

＊受験資格を得るためには、大学で必要な科目を履修し、卒業後に大学院に進学するか実務経験を積む必要があります。

[通信教育部 児童学部] 児童学科  [通信教育部 心理・福祉学部] 心理学科／社会福祉学科  [通信教育部 文学部] 文学科

[短期大学部 通信教育部] 保育科／図書館司書課程 科目等履修生 

[大学院 通信教育課程] 児童学研究科（博士前期課程・博士後期課程）

TTENTION!A

入学説明会の対面実施の中止 およびWEB配信の実施についてお知らせ

聖徳大学通信教育部では、全国での新型コロナウイルスへの
感染リスクが高まっていることから、皆様の安全を考慮し、入
学説明会の対面実施を中止し、WEB配信のみを実施すること
といたしました。WEB配信による学習説明を視聴希望する方
は、開催日前日までに申込みしてください。当日はWEBアプリ
「Zoom」にて配信いたします。直接ご説明ができなく申し訳ご
ざいませんが、ぜひご視聴ください。
なお、電話での入学相談につきましては、下記の時間にていつ
でも対応をしております。ご不明な点等ございましたら、いつで
もご連絡ください。

ご入学検討の皆様には大変申し訳ございませんが、皆様の安
全確保を最優先に考え、このような対応とさせていただきまし
たことを、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

月～金曜日：9:00～17:00  土曜日：9:00～15:00

WEB配信のみ実施に変更いたします

開催日前日までにこちらから申請してください

8 16 日 入学説明会

▶WEB配信日時
8/16（日）13：00～ 

▶申込締切　　　
8/15（土）23：59

8 30 日 公認心理師
入学説明会

▶WEB配信日時
8/30（日）11：00～

▶申込締切
8/29（土）23：59

プログラム内容は
ホームページにて
ご案内します。

プログラム内容は
ホームページにて
ご案内します。

願書提出 入学手続が完了したら 学習ガイダンス

秋入学で
学習スタート！

願書の取り寄せ不要。
いつでもどこでも出願でき
るWeb出願がオススメです！ 教材発送スタート！

入学手続が早く完了した方は、
入学日（10/1）より早く、自宅学
習が開始できます。

レポートの書き方アドバイ
スや学習の進め方を分か
りやすく解説する新入生
ガイダンス動画をWEBで
配信！「レポートを書くのは
10年ぶり！」という方は、
ぜひ視聴してください。

Web出願で半額に！
¥5,000

¥10,000

選考料

 選    考

入学許可

入学手続

10月  11月  12月   1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月 10月  11月  12月   1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月      10月            11月             12月            1月             2月             3月

【学習スケジュール例】※社会福祉学科 社会福祉コースで社会福祉士（受験資格）を取得する場合（3年次編入）

2月初週頃

3年次 4年次 卒業後

社
会
福
祉
士

国 

家 

試 

験

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

9月に卒業していると
国家試験の対策に集中できる！

※GW:ゴールデンウィークスクーリングのこと

卒業！入学 ●通信科目（レポート+試験）　■スクーリング　■現場実習　

GW

WEBでいつでも！8/17（月）から
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