海外幼稚園勤務

公立幼稚園教諭
板橋区立新河岸幼稚園教諭
幼稚園教員養成コース2017年卒業
（八千代松陰高等学校卒業）

シンガポール日本人幼稚園 勤務
幼稚園教員養成コース2019年卒業
（茗溪学園高等学校卒業）

安田 祥穂さん

小野 綾子さん

子どもの「やりたい！」を大切に

公

立 幼稚園の先生になって３年目の安田さんは４歳児
の担任。
「子どもと共に作る保育」を心がけている。

今、子どもたちの一番の感心は園庭のダンゴムシ。
「だから6
月の壁面装飾は『ダンゴムシ』をとり入れました。6月だからカ
タツムリや、カエルなどと決めるのではなく、子どもたちの日常
と繋がる保育を大切にしていきたいです」。子どもたちと壁面

友だちと一緒にテーマパークへ

装 飾を作ったことで、虫に触れなかった子が 触れるように
なったり、他の虫に興味を持ったりするようになりました。

降園前は、子どもたちと
元気に歌います。

安田さんは絵を描くことが好きで、保育室内の表示や絵本など
の教材も手作りです。作品展の展示プランは３年次ゼミで行った
「とんでも図工室」
（JD1で紹介）の経験が大いに役立ったそ
う。この日は「アートパーク」で体験した絵の具遊びを子どもたち
と楽しんでいました。
「表現科目や課外活動を通して表現力を高
められたことが今の保育に活きています」。子どものやりたいこ
とと援助がうまくはまった瞬間が今一番嬉しいそうです。

シンガポールといえばマーライオン！ 子どもの様子が毎日違い、臨機応変に保育をすることの大変さを体感しています。

「いま行動を起こさないと後悔する！」
意を決して、海外へ進出。

小

佐久間園長先生と、
学習指導講師の
西澤先生は、
聖徳の先輩。

野さんが働くのは、シンガポールの日本人幼稚園。マンゴーの木など、暑い国ならではの植

物が生い茂る広大な園庭を持ち、15クラスもある大規模な幼稚園で、現地で暮らす日本人

の子どもたちと関わっています。保育中は基本的に日本語ですが、ネイティブの先生による英語の時
間があります。シンガポールに四季はありませんが、子どもたちが日本の四季を感じられるように季節
の行事も行う工夫をしているそうです。日本とは違う文化や言語に関わる楽しさや、海外から帰った
時に感じる日本の素晴らしさを再確認することも好きで、人生で一度は海外で働きたいと考えていた
小野さん。大学3年次に海外研修で幼稚園に行った際、日本の保育との違いを感じたり、言葉は通
じなくても現地の子どもたちと一緒に遊んだ経験が楽しかったことから、海外で働くことを決意。
「海外進出を先延ばしにせず、いま行動しなければ後悔する」と思ったことが、就活の原動力となっ
たそうです。
「私は就活を始めたのが大学4年の6月頃と遅かったのですが、聖徳の先生やキャリア
支援課の方に本当にお世話になったおかげでいまの職場に決まりました。聖徳は、学生がやりたい
ことを全力で応援してくれる環境が整っています！」

公立小学校教諭

卒業研究
アニメーション

病児保育専門士

市原市立清水谷小学校 教諭
小学校教員養成コース2012年卒業
（千葉県立千葉南高等学校卒業）

OCFC病児保育室うさぎのママ 病児保育専門士
児童文化コース2013年卒業
（武南高等学校卒業）

岡本 陽子さん

まず、やってみる。ゼミで培った
チャレンジ精神を仕事に活かしています。

小

学校3年生の担任を務める岡本さんはこの日、
「外国語活動」として英語指導を行っていま
した。子どもたちは、
「I like ice cream.」
「Do you like soccer？」など、自分の好きなものを

話したり、相手に質問する方法を学習。先生の見本に続いて全員で発音を練習するシーンでは、教室

松木 愛さん

病気で辛い子どもの気持ちに寄り添った
保育・看護を心がけています。

東

京都大田区にある病児保育室で働く松木

さん。病児保育とは、病気で保育所が預か

ることのできない子どもを一時的に預かることで、

中に子どもたちの元気な声が響き渡りました。聖徳大学では、美術教育を研究する大成ゼミに所属

松木さんは、クリニックに併設されている施設で、医

し、造形ワークショップなどで多くの子どもたちと接したことが、いまの指導にも活きていると語りま

師・看護師と連携を取りながら子どもたちの保育・

す。
「同じ説明をしても、理解できる子とできない子がいる。アート活動を通じて人との関わりを学べ

看護を行っています。

たことで、一人ひとりの子どもと向き合うという教師としての土台を育むことができました」。卒業研

子どものころ病気がちだったという松木さんは、大

究では、アニメーション作品を制作したそうです。パソコンを使った動画編集のスキルは仕事にも活

学の授業で病児保育を知り、
「病気のときの辛い子

きており、現在は情報教育の主任としてほかの先生への指導にもあたっています。教育環境が変化

どもの気持ちに寄り添いたい」と思ったことから、

し、教師に求められるスキルが変わるなかでも柔軟に対応していて、大学時代にさまざまなプロジェ

就職先に決めたそうです。
「痙攣を起こしたり救急

クトに挑戦した経験が活きています。

搬送されたりと、体調が急変することもあるので、
緊張感を持って仕事に臨んでいます」と語ります。
1年目は手探りの状態でしたが、先輩保育士や医
師・看護師からの指導のもとで働きながら看護学
を学び、3年目には病児保育専門士の資格を取得し
たそうです。日々、子どもと関わる一方で、全国の病
児保育施設のスタッフが参加する研究会での発表
や論文発表など、研究活動にも力を入れています。

病気がちだった自分の経験が役に立てばと思い、就職

そんな多忙な毎日のなかで、病児仕事の原動力と 先に選びました。
なっているのは子どもの笑顔だそう。
「病気が治り

「わからなくても挑戦してみることが
大切！」

元気になった姿を見ると心から安心できる」と語る
眼差しは、慈愛に満ちています。

正解したら元気よくハイタッチ！
教室はいつも笑顔にあふれています。

自分の好きなものを英語で話したり、相手と向き合って質問し合うことで、英語を話す
ことの楽しさを体感する授業となっていました。

松木さんの職業体験談を聞いて、
ここに就職した細野美希さんと。

。各スタッフと
聖徳出身の後輩と「
院長、
知識を共有しています」
連携を取り、

子どもひとりあたりの保育士の数が多く、一
人ひとりと親密に関われる点も魅力です。

Interview

カツ ハル

菊地 一晴先生

ハーモニカなど、
さまざまな楽器を
使って子どもたちを飽きさせません！

「アコーディオンってどんな音がするのかな？」

「ほ〜ら、
こうやって海を泳ぐんだよ〜」子どもたちとの一体感が
味わえます。

一般企業から保育士を目指した努力家先生。
自身の経験を生かして保育士を養成する立場へ！

Q. 保育士になったきっかけは？
A. 友人に子どもが生まれて、遊びに行くうちに、だんだん子どもとの関わりが楽しく感じられるようにな

りました。最初は、
なんとなく
「 子ども関係の仕事もいいなぁ〜」
くらいの感じだったのですが
（笑）
、
気がついたら本気で保育士を目指していました。

Q. 保育士という職業の良さとは？
A. 保護者の方と感動を共有できることです。入園時には

＊バッグの中身お見せします！＊

できることが少なかった子どもが、立てるようになり、着

感動していました。

替えもできるようになり、卒園時には身の回りのことを

こ れ が 私 の 必 需 品
●●●●●●●●

幼稚園教員養成コース4年
掛 春菜さん。

卒園式の時には、
保護者の方と一緒に泣いて

すべて一人でできるようになる、
その成長過程を保護者
と一緒に喜びあえるのが一番の醍醐味です。卒園式の
時には、保護者の方と一緒に泣いて感動していました。

Q. 高校生へメッセージをお願いします。
A. 保育には、現場経験でのノウハウを沢山持っていること

お気に入りのバッグは、
MOMAのミュージアム
グッズです。

が重要ですので、乳幼児教育の歴史が長い大学をお勧

めします。特に、ピアノの技術は現場で重要になります
ので、ピアノに重点を置いている大学が良いと思いま
す。また、保育士資格を取得することは、自分自身が将
来、子どもを育てることになった時にも、とても役立つ
児 童 学 部 生のバッグの中身は個 性 豊か。こだわりポイントもひと
それぞれ。コースの学びとキャンパスライフが垣間見れます。

知識や技術が得られると思います。

Workshop

「子育てにやさしいまち
松戸」で地域貢献
聖
徳 大学のある松 戸市は「共働き子育

児童学部児童学科
ゼミ紹介ブログ

楽器を作ってパレード！

てしやすい街全国１位」。近年、市外か

ら移 住してくる親 子も 増えています 。そう
いった環 境のもと、児童学部生は大学で学
んだことを地域で実践し、さまざまな力を伸
ばしています。
例えば、20 08年から行っている「アートパー
ク」は毎年7月に開 催。学生はゼミや授業で
ワークショップの企画を考え実践します。地
域活動を通して子どもの表現活動の大切さを

アートパークは、毎年約2,000人の親子で賑わいます。
子どもたちと大きな作品にチャレンジ！

実感し、協働して作り上げる力、課題解決力、
コミュニケーション力などを伸ばしています。
またこの秋、オープンするテラスモール松戸
の「キッズスペース ロコロコ」は、企業と協
力し考えました。タイトルや遊具、空間デザ
インなどに学生のアイデアが 取り入れられま
した。オープン後は、学生が絵本の読み聞か

「芸術士とあそぼう！」
保育園で身体表現を楽しみました。

せや、手遊びなど、実践学習の場として展開
していく予定です。
「 おやこで“ゆるりん”」や
「にこにこキッズ」などの子育て支援施設は、
ゼミや保育の授業ですでに活用しています。

デザインに
「松戸の特産物を、
取り入れたらどうかな？」

マツド駅前ホコテンプロジェクト
「らくがきカー」

また 、地 域 のさまざまなイベントに ボラン
ティアで参加する学生も多くいます。
今年は、松 戸市 観 光 協会と協力し、松 戸の
魅力を学生目線で紹 介するフリーペーパー
「まるま」が出来 上がりました。学 生が地 域
に取材に行き、さまざまな人と交流した内容
がまとめられています。フリーペーパーは市
内の公共施設などで配布。是非、手にとって
ご覧ください。

この秋オープン予定のテラスモール松戸：「キッズスペース ロコロコ」

※イメージであり、変更になる場合があります。

フリーペーパー「まるま」ができました！

Campus

Circle

チームワークで個々の
ちからを最大限に引き出す！

時間を上手に使うことも、
大学生活では大切なこと！

聖徳祭での発表はドキドキでした！

ハ

日

ワイアンダンス同好会は学園祭だけでなく、松戸まつりや近隣の児童館、イクスピアリで
もパフォーマンスをおこなってきました。ハワイアンダンスのプロとして活躍中の卒業生

①自習室

々、将来の夢の実現に向けて頑張る児童学科の学生
たち。空いた時間は何をして過ごしているのでしょう。

ここは自習室（①）。部屋は明るくとっても静か。机は1つひと

が、月に一度教えに来てくださることも練習の励みになっています。現部長と前部長はともに児

つ仕 切られていて、集中して勉強するのにぴったりの空間で

童学部の学生。活動が児童学の学びにつながるところがあるかを聞いてみると、チームワークで

す。公立保育士を目指す4年生たちは、夏にかけて本格 化す

個々のちからを最大限に引き出すことが、保育・教育の現場で必要

る公務員試 験に向け、授業のテキストやノートを開き、勉強

なちからと重なるのだそう。

に励んでいました。

「後 輩にハワイアンダンスの魅力を一言で伝えるとしたら」と聞く

②ピアノ練習室

さて、こちらはピアノ練習室（②）。1フロアにずら〜っと並ぶ
ピアノ練習室は、予約をしていつでも使うことができます。大

を自分で作れるところ！」。確かに、女子大生に「かわいい」は大事

学は1コマ90分。授業のない「空きコマ」を使えば、積み重ね

ですね 。笑 顔とチームワーク、そして努力に裏付けられた「かわい

が大事なピアノの練習時間も十分に取ることができますね。

い」で、これからも周りを明るくしてください。

そして授業に集中するためにはもちろんリフレッシュも大事！
天気の良い日には大学の外に出ることも。大学の周辺には

笑顔が消えないのは、
日頃の練習の成果です。

最近流行りのタピオカが飲めるお店も増えました（③）。
甘い飲み物と仲間との楽しいお喋りが、笑顔で前向きな児童
学科の学生たちの元気の源なんです。

ハワイアンダンスで、松戸の元気を増やしたい。
毎年、松戸まつりに参加させていただいています。

COURSE
幼 稚 園教員養成コース

前部長の正垣 恵美子さん
（保育士養成
コース4年）
と、
現部長の林 夏生さん
（小学校教員養成コース3年）
です。

「せんせい だいすき」といわれる先生になろう。

仲間とのこうした息ぬきの時間も、大切な大学生活の一部です。

「7つのコース」
「夜間主」での学びは、あなたの夢を実現し、
私らしい
未来に輝く女性を育てます。
子どもの専門家になる。 ト リ プ ル 取 得 可 能

小学校教諭免許状・幼稚園教諭免許状・保育士資格
（どのコースでも取得できます。）

保育 士 養 成 コ ー ス

（昼間 主・夜 間 主 ）

（昼間主・夜間主）

③タピオカが飲めるお店

保育のニーズにこたえられる質の高い保育士になろう。

幼稚園教育は学校教育の始まりです。幼児一人ひとりを

乳幼児期から青年期までを中心とした保育の理解を深

理解し、よさと可能性を伸ばす専門性をもった先生を育

め、子どもだけでなくその保護者や地域社会を支える実

てます。

践力を高めます。

小学校教員養成コース

特別支援教育コース

（ 昼 間 主・夜 間 主 ）

（ 昼 間 主・夜間 主 ）

子どもたちに寄り添い自信と力を引き出す
先生になろう。
豊かな人間性と実践力を育てるカリキュラムの下、最新

一人ひとりの子どものニーズをとらえ、
的確な支援のできる先生になろう。

の教育課題に的確に対応しながら、子どもたちの「生きる

の教員免許状を取得できます。特別支援学校の教員だ

力」を最大限に伸ばす教師を目指します。

けでなく、自信をもって発達障害児等への支援ができる

知的障害・肢体不自由・病弱の３領域の特別支援学校

幼稚園や小学校の教員を目指します。

児童 文 化 コ ー ス

児 童 心理コース

（昼間 主 ）

（昼間主・夜間主）

スポーツ健康コース

（昼間主）

心理学を学んで子ども支援のプロになろう。
自分の希望する進路に合わせた免許・資格の学びに加え

児童文化に強いクリエイティブな先生になろう。
子どもの文化と遊び（造形・音楽・身体表現・児童文学・

て、4年間心理学を専門的に学ぶことができます（認定

伝承文化など）を学び、子どもや地域のためにより良い

子どもや人々の運動や健康を支える
指導者・先生になろう。
運動遊び、スポーツ指導の支援方法などを学修します！

心理士の資格申請が可能）。心理学を生かして子どもを

文化・環境を創造できる先生・指導者を目指します。

経験豊富なスポーツ専門教員が学修を支援します！

夜間主

幼稚園教員養成コース

保育士養成コース

小学校教員養成コース

特別支援教育コース

児童心理コース

「保育の聖徳

」
「 教育の聖徳」の学びを夜間主で。

より専門的に支援できる人材になることを目指します。

夜間主コースの特長
●取得学位「学士（児童学）」に昼夜の区別はありません
●取得できる免許・資格は昼間主と全く同じです

昼夜開講だからこそ、昼間の社会経験と夜間の学修が
つながります！学費は、昼間主に比べて大幅に軽減さ
れています。がんばるあなたを応援します。

もっと知りたい！
児童学部の情報マガジン

児童学部
児童学科
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〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550
TEL 047-365-1111（大代表）

▶受験生応援サイトはこちら

ht tps://ouen.seitoku.ac.jp/
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