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聖徳の「驚異の合格率」
その理由を大公開!!
4月30日  まで出願受付中！土

第28回　　 第29回　　 第30回　　 第31回　　 第32回　　 第33回
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「社会福祉士国家試験」過去6年間の合格率推移
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第23回
精神保健福祉士国家試験

合格率 83.3％

全国平均64.2％
※通信制・新卒のみ

1全国    位
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※通信制・新卒のみ

第33回
社会福祉士国家試験

67.6％合格率

6年連続1全国    位

私たち教員が
聖徳で学ぶメリットをお伝えします！



私たち教員が聖徳で学ぶメリットをお伝えします！

「驚異の合格率」
その理由を大公開!! 
仕事と両立しながら社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得を目指す
多くの社会人が全国から集う聖徳大学 心理・福祉学部 社会福祉学科。
ハイレベルな国家試験合格実績が実証する充実の学習サポートと、
卒業後の多様な進路を可能にする豊かな学びについて、
教員に語っていただきました。

第23回
精神保健福祉士国家試験

合格率 83.3％

全国平均64.2％
※通信制・新卒のみ

1全国    位
全国平均29.3％

※通信制・新卒のみ

第33回
社会福祉士国家試験

67.6％合格率

6年連続1全国    位

オンライン 社会福祉士・精神保健福祉士

3
13:00～
日13

詳細は裏表紙をご参照ください。

入学説明会
開催！

心理・福祉学部  
社会福祉学科 准教授 

向井 智之先生

心理・福祉学部  
社会福祉学科 教授  

豊田 宗裕先生
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￥445,100 ￥449,100

聖徳が誇る
体験型スクーリングが
オンラインでさらにパワーアップ

ループワークなどによる活発な
意見交換を通して、自分とは異

なる世代や職業の学生の考えに接す
る機会を得られるのが、聖徳が誇る
「体験型スクーリング」。一方通行では
ない学びによって、現場で活きる実践
力が自然と身についていきます。オン
ラインではそういう授業ができないの
ではと思うかもしれません。しかし実際
には、学生同士のやり取りは質量とも
にむしろ拡充しています。対面の授業
では直接、意思疎通できるメリットはあ
りますが、時間的な問題などさまざまな
制約を受けます。オンラインではその
ような制約に縛られず、いつでもどこ
でも多様な意見や考えに触れること
ができるので、より多角的な視点を得
られる学びにつながっています。

他校に比べ、リーズナブルな学費で学べるのも聖徳の社会福祉学科の大きなメ
リットのひとつ。現場実習による勤務休暇の負担を軽減する「実務経験による実
習免除制度」や、勤務先の推薦で入学金が30,000円免除となる「SEITOKU 
指定施設推薦奨学制度」など、社会人の学びをサポートする支援制度もありま
す。詳しくは学生募集要項をご覧ください。 

さまざまな現場を経験している
教員から得られる
実践的な学び

徳の社会福祉学科で学ぶ大
きなメリットのひとつは、さまざ

まな分野で活躍し、それぞれ豊富な現
場経験を持つ教員からより実践的な
知識やスキルを学べることだと思いま
す。さまざまな現場を経験しているとい
うことは、さまざまな現場を持っている
ということになります。各教員がその経
験を惜しみなく伝えるため、学生は卒
業後に自分が現場で働く姿をイメージ
しやすいので就職に結びつきやすく、
実際に卒業生の多くが多様な分野で
活躍しています。授業を通して幅広い
現場経験についての知見を得ること
は、他の多くの専門職と連携して課
題解決に取り組むことが求められる
福祉の現場で働くうえでも大きなアド
バンテージになるでしょう。

3年次編入学生（2年間の総額）

約450,000円
（ダブル取得でも約550,000円）

1年次入学生（4年間の総額 ）

約790,000円

ココに注目！ ココに注目！

働きながら学ぶ社会人を応援するリーズナブルな学費 

聖



心理・福祉学部  
社会福祉学科長 教授  

山田 千香子先生

心理・福祉学部  
社会福祉学科長補佐 准教授  

須田 仁先生

心理・福祉学部  
社会福祉学科 准教授  

横井 葉子先生

向井 智之先生

山田 千香子先生

須田 仁先生

豊田 宗裕先生

横井 葉子先生

限られた時間で
効率的に学べる
充実の国家試験受験対策講座

きながら学ぶ方々は、限られた
時間の中で学習を行う必要

があると思います。忙しい社会人のた
めに、聖徳ではオンラインで受講でき
る国家試験受験対策のための教材を
用意しています。社会福祉学科の教
員が過去の出題傾向を踏まえ、押さえ
るべきポイントを分かりやすくまとめた
教材です。仕事の合間や移動中など、
隙間時間を活用して何度でも繰り返
し取り組めるので、効率的に学ぶこと
ができます。今後も内容をさらに充実さ
せていく予定です。国家試験が近づく
と学生同士が刺激し合い、一丸となっ
て合格を目指してがんばろうという雰
囲気になります。モチベーションの高
い学生が多いことも、聖徳の社会福
祉学科の大きな魅力のひとつです。

社会福祉学科長から
社会福祉士・精神保健福祉士を目指すあなたへ 
社会福祉学科では、社会のさまざまな分野で活躍されている、30～50代を中心にした幅広い年齢層の学
生が、切磋琢磨しながら学んでいます。お互いに夢を語り合いながら学びを深められる環境が、聖徳にはあり
ます。教員・スタッフがしっかりと学習をサポートするので、国家試験に合格し、専門職としての実践力を身に
つけていただきたいと思います。資格取得は「手段」にすぎません。学ぼうと思ったきっかけである「目的」を達
成するためにも初志貫徹を貫き、自分の夢を実現してください。 

卒業後の活躍を視野に入れた
キャリアアップに
つながる学び

国に類を見ないスピードで少
子高齢化が進んでいる日本で

は国による政策もあり、地域ごとに福
祉を支える体制ができています。その中
で人材不足を招かないためにも、社会
福祉士や精神保健福祉士の資格を
持つ人たちが地域に出ていくことはと
ても重要です。活躍の場は行政機関
や施設、病院にとどまらず、教育や司
法の現場などますます広がっています。
それぞれの分野で知識や経験を積ん
できた多様な職種の社会人が集まって
いる聖徳で学び合うことで、視野はもち
ろん、卒業後の進路の方向性も広がっ
ていくはずです。「自分はどのような現
場に向いているのか」を考えながら学
びを進めていくことで、キャリアアップや
キャリアチェンジへとつなげてください。

ココに注目！ ココに注目！

MESSAGE for YOU

働 他
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「オンライン社会福祉士・精神保健福祉士入学説明会」開催！

インターネットにつながるPC・タブレット・スマートフォンをご用意ください。（インターネット通信料はご本人様ご負担となります）

ご予約は、こちらのQRコード
〈入学説明会ページ〉から▶

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。

「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）
小学校教諭免許
（一種・二種）
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
准学校心理士
心理相談員（基礎資格）
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。

オンライン入学説明会＆
オンライン入学個別相談

▶オンライン入学説明会
インターネットにつながるPC・タブレット・スマートフォンをご用意ください。（インターネット通信料はご本人様ご負担となります）

ご予約は、こちらのQRコード
〈入学説明会ページ〉から▶

▶オンライン入学個別相談
WebアプリZoomを使用したオンライン個別相談となります。インターネットにつながるPC・タブレット・スマートフォンをご用意くだ
さい（インターネット通信料はご本人様ご負担となります）。予約は30分ごとになります。ご希望の日時を選択してご予約ください。

30日前から当日2日前の23:59までにご予約ください。
定員に達した場合、予約受付終了となります。

ご予約は、こちらのQRコード
〈予約フォーム〉から▶

10:00-15:00

予約制

予約制

SEITOKU
2 0 2 2

お電話での入学相談につきましては下記のお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。　月～金曜：9:00～17:00　土曜：9:00～15:00

3 20 日
13:00-13:45

聖徳大学通信教育部では、オンライン入学説明会・オンライン入学個別相談を実施しております。
入学についての不安や質問がある方は、ぜひ下記よりお申込みください！

3 12 土 3 13 日 3 19 土

3 27 日

開催日前日の23:59までにご予約ください。
Webアプリ Zoomにて配信いたします。

受験方法が選べるピアノ実技試験
ピアノ実技試験は「在宅特別試験」（自宅でのオンライン受験）と
松戸キャンパスでの試験を選択して受験できる体制を整えております。

科目終了試験を在宅で実施
通常は全国31都市で行っている科目終了試験を
「在宅特別試験」（自宅受験）に変更して実施しております。

SEITOKUの2022年度新型コロナウイルス感染症対応 ●● ●●三密を避けて 濃 密な学びをサポート

スクーリングは2023年3月末までオンライン開催に

聖徳大学・聖徳大学短期大学部通信教育部では、2021年度の学習において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、在学生の安全を考慮し、スクーリングや科目終了試験等の実
施方法を、通常の対面での直接授業・会場試験の実施から、オンラインでの実施等緊急措置を行いました。本学のスクーリングにつきましては、対面での直接授業を原則としております
が、今後も感染拡大に伴う対応として、オンラインスクーリング、オンライン科目終了試験を実施する予定でございます。つきましては、ご入学をご検討の皆様におきましては、ご自宅等にて
オンライン受講・受験ができる学習環境（パソコン・インターネット環境＜学生募集要項1頁参照＞）を事前にご準備いただきますようお願いいたします。

図書館の蔵書は宅配で貸し出しできます
希望者には、川並弘昭記念図書館の蔵書の宅配貸し出し
（送料は利用者負担）を行っております。

社会福祉士・精神保健福祉士を目指している方を対象に、オンライン入学説明会を開催いたします。
当日は豊田宗裕先生（写真）も参加。資格取得に向けて聖徳で学ぶメリットについてご説明いたします！

松戸キャンパスに登校することなく、全スクーリングをオンラインで受講できる体制
を整えております。一部実験・実習科目においては、オンライン開催のほか希望者向
けに松戸キャンパスでの対面スクーリングも追加開催を予定しております。

3 21 月 3 26 土

予約制

開催日前日の23:59までにご予約く
ださい。Webアプリ Zoomにて配信
いたします。

祝

公認心理師入学説明会

3 20 日
11:00-12:10
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