
20個
取得しました

15個
取得しました

就職するチカラチカラを、 身につける

資格取得資格取得率が高い！ 就職内定就職内定率が高い！

STRONG POINT STRONG POINT

STRONG POINT  1/6 STRONG POINT  2/6

一人ひとりの学生たちの業種・職種・勤務地を最優先にサポートしております
95%2022年3月卒業生実績（公務員含む）

就職内定率

日商簿記検定２級、 建設業経理士検定２級
全経簿記検定２級、 全経電卓検定１級
全経コンピュータ会計検定１・２・３級
全経計算実務検定２級
全経所得税法検定３級
全経消費税法検定２級
秘書検定２級
全経社会人常識マナー検定２級
全経文書処理検定ワープロ２級、表計算２・３級
全医医療事務認定実務者試験
全医調剤事務認定実務者試験
色彩検定３級
MOS PowerPoint2016
MOS Word2016

ファッション販売能力検定2・3級
ファッションビジネス能力検定2・3級
色彩検定2・3級
リテールマーケティング（販売士）検定2・3級
全経電卓能力検定2・3級
全経文書処理検定ワープロ3級
ビジネス能力検定ジョブパス2・3級
POP広告クリエイター技能審査試験
サービス接遇検定2級

在校生│ 只埜 なつめさん

販売ビジネス科  2年
（現:ファッションビジネス科）
宮城県 古川工業高等学校出身

私は在学中
2年間で資格を

私は在学中
2年間で資格を

2022 年度 卒業生が、合格した資格・検定数
経理ビジネス科 販売ビジネス科 フラワー科

13.3個 11.4個 8.2個平均 平均 平均
（2年間で） （2年間で） （2年間で）

在校生│ 中村 まゆさん

経理ビジネス科  2年
（現：総合ビジネス科）
岩手県 宮古商工高等学校出身

過去問題やテキストをフル活用し、
苦手分野を克服することに最も力を入
れました。分からない箇所があっても、
授業中や授業終わり等に納得できるま
でていねいに教えてもらえたので、不
安を感じることなく勉強に打ち込めま
した。いつでも気軽に質問したり相談
できる先生方の存在は、本当に心強
かったです。最後まで集中力を切らす
ことなくがんばれたことで、また一歩
成長できた気がします。

資格取得のチカラチカラを、 身につける

アルバイトとの両立で時間は限られ
ていましたが、合格へのノウハウが凝
縮された検定対策のプリントや、先生
方の的確かつ熱いアドバイスのおかげ
で、効率的に勉強を進めることができ
ました。そして何より、共にがんばって
いる仲間の存在が刺激になりました。
本番当日も余裕を持って試験に臨むこ
とができました。教材を信じ、先生方の
講義をきちんと受けて勉強すれば必ず
合格できます！

就職決定率が高い理由

ひとつひとつの積み重ねと時代に合わせた変化が結果に現れています

総合公務員科 総合
ビジネス科

ファッション
ビジネス科 フラワー科

1. 入学と同時に始まる面接対策 1. 入学と同時に始まる業界、職業理解

2. 超効率的なオリジナル教材過去問＆解説動画付き

担任制だからできる
職種に特化した履歴書、
エントリーの個別対策

3. 少人数制による、一人ひとりの習熟度に合わせた丁寧な指導

4. 効率を重視したオリジナル授業

4. 業種ごとの特長を網羅した面接対策

5. 業界との繋がりから獲得する本校独自求人

5. 合格するために作られたオリジナルカリキュラム

2.

進路に対する
必要能力を
チェック！

合格の
決め手は
面接にあり！

長年の
経験から得た
データが
豊富！

進化する
DX化にも
対策を！

業界経験者の
講師が豊富！

3. コロナ禍で急増したオンラインにも完全対応
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学びのチャンスチャンスを、 身につける

授業のチカラチカラを、 身につける

公務員試験合格公務員試験合格率が圧倒的に高い！

STRONG POINT STRONG POINT

STRONG POINT

STRONG POINT

第一志望職種 及び 第一志望勤務地 に
徹底的にこだわり、本人の目標となる職種のみを受験した結果です。

（2023年2月末現在）

数多くの資格取得・高い就職率・第一志望職種での公務員合格を実現しているのは
ストレスフリーな少人数スタイルだからこそ！

学生一人ひとりの個性に合わせた個別指導を徹底！

ストレスフリーな少人数少人数スタイル！

全クラス担任制担任制！

高等教育の修学支援新制度修学支援新制度対象校！

資格・検定取得率の高さの鍵は

少人数教育

授業料等減免 と 給付型奨学金

授業はもちろん就職活動なども
丁寧な指導ができます。
一人ひとり能力に合わせて、
きめ細やかに指導しています。

文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、

令和2年4月から高等教育の修学支援新制度を実施しています。

学校生活や授業の悩み、将来への不安や進路の相談など、クラス担任だからこそ話し合えます。
学生一人ひとりを見ながら、習熟度の管理や進路に必要な資格のアドバイス、就職の斡旋などにも協力します。

専門学校の場合、 授業料等減免［公費負担］

さらに、 給付型奨学金の支給 ［日本学生支援機構］
※住民税非課税世帯が対象で、世帯収入によって支給額が異なります。 詳しくは、世帯年収を確認の上本校へご相談ください。

上限額 入学金 約16万円、  授業料 約59万円（年額）

上限額 自宅生 約46万円（年額）、  自宅外生 約91万円（年額）

開講以来の公務員合格率
2012年～ 2023年 実績

開講以来、9 割以上の卒業生が
公務員最終合格を決めています !

総合公務員科が最も大切にしていること

実現のための取り組み

SBS総合公務員科は学校全体の「公務員試験」や「合格率」だけではな
く一人ひとりが希望の職種に合格出来るかどうかを大切にしています。
卒業生一人ひとりがこれから約40年、幸せな社会人生活を送ってもら
うことがSBS総合公務員科の一番の願いです。「公務員」ならどんな職
種でもどこの地域でもいいと考えるのではなく「第一志 望職種」&「第
一志望勤務地」の「公務員」に合格してこそ専門学校に進学した価値が
あると考えます。

•入学定員90名の少人数体制での細やかな指導
•第一志望職種&第一志望勤務地にこだわった受験対策
•入学後すぐに取り掛かる徹底した面接対策
•超効率的なテキスト（すべて過去問&解説動画付きのテキスト）の使用

ほとんどの学生が入学後半年間の受験対策で
第一志望の職種に合格しています

約9割ほどの卒業生が
第一希望職種での合格を

決めています !
学生が志望する職種・地域の試験のみ受験しています

一次試験
合格率

95.76%
一次試験合格者 /卒業者

二次試験
合格率

94.33%
二次試験合格者 /一次試験合格者

公務員
最終試験

二次試験合格者 /卒業者
90.32%

第一志望職種
合格率

（2022年度卒業生）

89.19%

STRONG POINT  3/6 STRONG POINT  4～6/6

公務員になるチカラチカラを 、身につける

B
U
S
IN
E
S
S
 &
 K
O
U
M
U
IN

0504

SBK_2024_main.indb   4-5SBK_2024_main.indb   4-5 2023/03/06   15:392023/03/06   15:39



学びのチャンスチャンスを、 身につける

授業のチカラチカラを、 身につける

公務員試験合格公務員試験合格率が圧倒的に高い！

STRONG POINT STRONG POINT
STRONG POINT

STRONG POINT

第一志望職種 及び 第一志望勤務地 に
徹底的にこだわり、本人の目標となる職種のみを受験した結果です。

（2023年2月末現在）

数多くの資格取得・高い就職率・第一志望職種での公務員合格を実現しているのは
ストレスフリーな少人数スタイルだからこそ！

学生一人ひとりの個性に合わせた個別指導を徹底！

ストレスフリーな少人数少人数スタイル！

全クラス担任制担任制！

高等教育の修学支援新制度修学支援新制度対象校！

資格・検定取得率の高さの鍵は

少人数教育

授業料等減免 と 給付型奨学金

授業はもちろん就職活動なども
丁寧な指導ができます。
一人ひとり能力に合わせて、
きめ細やかに指導しています。

文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、
大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、

令和2年4月から高等教育の修学支援新制度を実施しています。

学校生活や授業の悩み、将来への不安や進路の相談など、クラス担任だからこそ話し合えます。
学生一人ひとりを見ながら、習熟度の管理や進路に必要な資格のアドバイス、就職の斡旋などにも協力します。

専門学校の場合、 授業料等減免［公費負担］

さらに、 給付型奨学金の支給 ［日本学生支援機構］
※住民税非課税世帯が対象で、世帯収入によって支給額が異なります。 詳しくは、世帯年収を確認の上本校へご相談ください。

上限額 入学金 約16万円、  授業料 約59万円（年額）

上限額 自宅生 約46万円（年額）、  自宅外生 約91万円（年額）

開講以来の公務員合格率
2012年～ 2023年 実績

開講以来、9 割以上の卒業生が
公務員最終合格を決めています !

総合公務員科が最も大切にしていること

実現のための取り組み

SBS総合公務員科は学校全体の「公務員試験」や「合格率」だけではな
く一人ひとりが希望の職種に合格出来るかどうかを大切にしています。
卒業生一人ひとりがこれから約40年、幸せな社会人生活を送ってもら
うことがSBS総合公務員科の一番の願いです。「公務員」ならどんな職
種でもどこの地域でもいいと考えるのではなく「第一志 望職種」&「第
一志望勤務地」の「公務員」に合格してこそ専門学校に進学した価値が
あると考えます。

•入学定員90名の少人数体制での細やかな指導
•第一志望職種&第一志望勤務地にこだわった受験対策
•入学後すぐに取り掛かる徹底した面接対策
•超効率的なテキスト（すべて過去問&解説動画付きのテキスト）の使用

ほとんどの学生が入学後半年間の受験対策で
第一志望の職種に合格しています

約9割ほどの卒業生が
第一希望職種での合格を

決めています !
学生が志望する職種・地域の試験のみ受験しています

一次試験
合格率

95.76%
一次試験合格者 /卒業者

二次試験
合格率

94.33%
二次試験合格者 /一次試験合格者

公務員
最終試験

二次試験合格者 /卒業者
90.32%

第一志望職種
合格率

（2022年度卒業生）

89.19%

STRONG POINT  3/6 STRONG POINT  4～6/6

公務員になるチカラチカラを 、身につける

B
U
S
IN
E
S
S
 &
 K
O
U
M
U
IN

0504

SBK_2024_main.indb   4-5SBK_2024_main.indb   4-5 2023/03/06   15:392023/03/06   15:39


