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公認心理師特集号

春学期生 出願受付中！ 
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「公認心理師
入学説明会」

1月25日（土）

開催！

2月29日（土）
3月22日（日）

！

▶先輩からの心理実習体験お役立ちメッセージ
▶入学からスクーリングまでの学習の流れ

社会人に選ばれる！
聖徳の公認心理師対応カリキュラム



※このスケジュールは参考例です。実際の開催は 1ヶ月ほど前後する場合があります。

公認心理師取得までの流れ
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公認心理師になるために必要な
科目と実習（80時間以上）を修めて卒業

聖徳大学大学院
臨床心理学研究科（通学課程）も対応！

大学院
公認心理師になるために必要な
科目（実習450時間以上を含む）を修めて修了

実務経験
省令で定める施設において指定の行為
の業務に2年以上従事

進路1

進路2
※

※実務経験は文部科学省・厚生労働省が認めるプログラムを設けた施設においての実務経験であることが必要と
　されています。詳細は厚生労働省ホームページにてご確認ください。

国家資格［公認心理師］の取得方法は？

公認心理師への最短コースをセイトクで！

実験者・実験参加者それぞれの立場で代表的な心理学研究を実施することにより、
心理学実験の基礎を体得します。さらに、これらの実習や実験レポートの執筆をとお
して科学的な思考方法も身につけます。「心理学実験」

大学・短大をすでに卒業されている方は、３年次編入学にて学習を進めることができます。
春学期に３年次編入学にて入学し、心理学科で公認心理師（受験要件に必要となる大学科目）を取得する場合の
2年間の大まかな学習スケジュール例をご紹介します。
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心理実習
事前学習（1日）

心理実習
事後学習（1日）

3月

経験豊富な先生が実体験を交えながら授業を進
めてくれるので、教科書だけではわからない心理
学の最前線を知ることができます。現場の生の声
が聞けるのは貴重な機会です！

育児や仕事との葛藤を抱えながら、それでも学
ぶことを選択する意思の強さが、通信学生の最
大の学びの糧だと思います。

講生に聞きました～ここがオススメ！

心理・福祉学部 
心理学科 准教授

矢口 幸康先生

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

1科目3日間

レポート提出

1科目3日間

公認心理師国家試験受験資格（大学必要科目）
を得るには、「心理実習」（80時間以上）の単位の
修得が必要（実務経験による振り替え措置はな
し）。具体的には、事前学習・事後学習（学内）と現
場実習（医療機関にて8日間）となります。

通信科目は、1か月に1科
目のペースで学習を進め
るのが基本（1科目の目
安：テキスト1冊を読ん
で、レポートを書く）。3年
次編入学の場合、2年間
で24科目の修得をめざ
します（通信・面接併用科
目のレポート分を含む）。

3年次編入学の場合、2年間で合計30日
間、スクーリングを受講。長期休暇を取
りづらい社会人の方のために、ウィーク
エンドスクーリングも開講しています。

事前学習受講申込までに
実習先を自己開拓します。

受

担当の先生からひとこと

心理実習（原則連続した8日間）

「心理実習」終了。卒業に向けてラストスパート！
社会人に選ばれる！



「学習オリエンテーション」で実習のコツをつかもう！

先輩からの心理実習体験お役立ちメッセージ

大学院受験対策も万全のサポート！

出願は早めに
大学院進学のこと
など、いろいろ考え
ることがあるから出
願は早めに！
(40代男性）

単に知識・技術の修得を図るのみではなく、
ロールプレイングをはじめとした演習の体験を通
して、自分を見つめ、自身の公認心理師としての
適性と課題に向き合っていきます。

医療施設で８日間実習します。この中で、医療ス
タッフによる心理的支援内容や要支援者のニー
ズを理解し、地域連携や他職種連携の実際を見
学させていただきます。心理学の専門家としてふ
さわしい態度で実習に臨み、心理的支援の実際
について学びます。

心理演習重要
科目 

心理実習重要
科目 

SEITOKU大学院合同説明会

2 1 土 13:00~15:30
＠聖徳大学松戸キャンパス

公認心理師受験資格取得に
は、大学院進学か、指定施設で
の実務経験２年以上が必要。
大学での学習を進めながら公
認心理師対応の様々な大学院
の特徴や試験対策についての
情報を入手します。学内で実
施している本学の大学院説明
会では、受験対策講座や研究
科説明、在学生・修了生体験談
も開催。ぜひこのような機会
も活用してください。

早めの決断で
好スタート
入学に関して早めの
決断をすることによっ
て、早い学習のスター
トが切れます。
(40代女性）

計画を立てたうえで入学を！
月にどのくらいのペースで、どれほどの量の
レポートを出し、科目終了試験を受ける必要
があるか、計画を立てたうえで入学を検討し
たほうがよいですよ。(30代男性）

●●●●●●●●●●●●●●●●先 輩 か ら の ワ ン ポ イ ン ト ア ド バ イ ス

心理実習を終えた先輩に、実習先自己開拓のコツや実習の内容について聞きました。

実習先の医療施設を開拓するにあたって活用したのは、学習オリエンテー
ションで配布された資料に載っていた厚生労働省の「医療機能情報提供
制度（医療情報ネット）」です。私の場合は教育関係の仕事に就いている
ので、心療内科で教育に理解があると思われる医療施設という観点から、
各医院のホームページの情報を比較検討したうえで決めました。初回アプ
ローチの電話の際に尋ねられる、「なぜうちの病院に？」という実習希望先
の質問に対して、即答できるようにしておくとよいと思います。そして、熱意
と誠実さを伝えることが一番のコツです。
（50代女性／2018年4月入学［3年次編入学］）

公認心理師をめざすあなたへ！

心理学科教授 小澤 真 先生から
受講生へのメッセージ

自身の公認心理師としての
適性と課題に向き合って
ください。

※G.P.A 2.5以上であることが必要。詳しくは「学生募集要項」心理実習につ
いての説明をご覧ください。

「学習オリエンテーション」では、公認心理師資格取得までの道のりの
確認や資格の説明、公認心理師学習で重要となる「心理演習」「心理
実習」の内容、実習開拓の方法などをレクチャーします。聖徳では、心理
実習事前学習受講申込までに実習先開拓を終え、指定科目を修得、
および指定の評価※を得ることで実習に派遣。実習先は自宅から通える
実習先をそれまでに自己開拓していきます。

実習先を自己開拓するコツは？

熱意と誠実さを伝えよう！
実習先はデイナイトケア治療を行う精神科クリニックです。通院する依存症
患者さんに対して行われる心理教育、芸術行動療法などのプログラムや当
事者ミーティングに参加したり、心理検査結果のフィードバックに陪席する
機会もいただきました。現場で実際に働く際には、心理学の専門用語をな
るべく使わずに他職種の方々や患者さんとやりとりすることの重要性や、他
（多）職種連携を円滑に進めるうえで、心理職としての役割を考えながら働
く必要性など多くのことを学びました。実習を体験することで、将来の展望
がさらに広がると思います。
（40代女性／2018年4月入学［3年次編入学］）

実習の内容は？

将来の展望が広がります！

「心理実習」終了。卒業に向けてラストスパート！
社会人に選ばれる！聖徳の

公認心理師
対応

カリキュラム どの通信制大学よりも早く公認心理師カリキュラムに対応した聖徳大学通信教育部心理学科
では、すでに多くの学生が公認心理師取得に向けて学習を進めています。重要科目「心理実習」
を終えた先輩の体験談を交えながら、聖徳の公認心理師学習を紹介します。



学びやすい環境にどんどん進化しています！学びサポート

2016年度まで 2017年度から
Web出願で半額に！

奨学制度で
入学金30,000円減免！

試験会場
首都圏・全国で拡大！

スクーリング拡張
ウィークエンド・WEB始動！

実務経験による実習免除
実習

レポート作成

科目終了試験

スクーリング

2

3
社会福祉士・精神保健福祉士（受験資
格）取得をご希望の方
実務経験による実習免除があります！

SEITOKU指定施設
推薦奨学制度をご活用ください！

96 141
会場 会場以上

年間合計

147%

さらに追加！

¥10,000 ¥5,000選考料

「地元で科目終了試験完結！エ
リア」が増えています。札幌、仙
台も本学（松戸）並みに。

2017年度から導入した
ウィークエンド（WE）および
一部科目でのWEBスクーリ
ングは毎回大盛況です。

「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・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

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。

試験申し込み・レポート提出・
スクーリング、Web化進行中！1 S-kip

試験申し込み

S-kip

レポート

5

6

4
今まで郵送だった試験申し
込みやレポート提出、スクー
リングがWebで簡単にでき
るよう順次進行中です。

＊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。詳しくは中面参照。

公認心理師入学説明会

1/25 13:00～15:00
土

2/29 13:00～15:00
土

3/2211:00～13:00
日

聖徳大学松戸キャンパス

4/1　 5/10 6月上旬頃予定

新入生が初めて受講する科目は、「心理学概論」のスクーリングに
なります。週末に開講されるウィークエンド（WE）スクーリングなの
で、社会人でも受講しやすい！
「心理学概論」の授業では、心理学の主要領域である、心理学史・知
覚・記憶・思考・社会的認知・感情・動機づけ・パーソナリティ・発達
等について偏りなく学び、心理学の成り立ちと人の心の基本的な
仕組み及び働きに関する基礎知識を理解することをめざします。

レポートの書き方についてのアド
バイス授業や、公認心理師をめ
ざして大学院に進学した卒業生
による体験談発表など、学習を進
めるうえでの不安を解消するさ
まざまなプログラムを用意してい
ます。多くの新入生が参加される
ので、知り合いをつくる絶好の
チャンス！

公認心理師（大学における必要
科目）取得に向けて、いよいよ学
習スタート！

入学式　 新入生学習ガイダンス WEスクーリング「心理学概論」

セイトクの「公認心理師」学習の流れ 学習開始▶6月スクーリング

1月12日(日) 松戸 13：00-15：30
聖徳大学松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩5分

1月18日(土) 水戸 11：00-15：00
水戸駅ビルエクセル6階 エクセルホールひたち
ＪＲ水戸駅直結

1月18日(土) 横浜 11：00-15：00
AP横浜　横浜APビル4階B会議室
JR横浜駅西口から徒歩6分

1月19日(日) 大宮 11：00-15：00
大宮ソニックシティ9階904室
JR大宮駅西口から徒歩３分

1月19日(日) 千葉 11：00-15：00
バーディーホテル千葉2階会議室
JR千葉駅西口から徒歩1分

1月26日(日) 東京 11：00-15：00
東京国際フォーラム　ガラス棟4階Ｇ402室
ＪＲ有楽町駅から徒歩1分

1月25日(土) 大阪 11：00-16：00
阪急グランドビル26階
ＪＲ大阪駅から徒歩3分

1月26日(日) 札幌 11：00-16：00
アスティ45ビル4階アスティホール
ＪＲ札幌駅から徒歩5分

2月1日(土) 新宿 11：00-16：00
新宿エルタワー30階
新宿駅西口から徒歩３分

2月2日(日) 仙台 11：00-16：00
イベントホール松栄
ＪＲ仙台駅東口から徒歩3分

2月2日(日) 名古屋 11：00－16：00
名古屋サンスカイルーム
地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅8番出口から徒歩3分

2月8日(土) 横浜 11：00-16：00
新都市ホール横浜新都市ビル（そごう）9階
横浜駅東口から徒歩５分

3月14日(土) 横浜 11：00-15：00
AP横浜　横浜APビル４階B会議室
JR横浜駅西口から徒歩6分 

3月22日(日) 松戸 13：00-15：30
聖徳大学松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩5分

3月28日(土) 大宮 11：00-15：00
大宮ソニックシティ8階804室
JR大宮駅西口から徒歩３分

3月28日(土) つくば 11：00-15：00
イーアスつくば２階イーアスホールＡ
つくばエクスプレス研究学園駅から徒歩4分

3月29日(日) 千葉 11：00-15：00
ペリエ千葉７階ペリエホールＤ・Ｅ室
ＪＲ千葉駅東口直結

4月5日(日) 松戸 13：00-15：30
聖徳大学松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩5分

2月15日(土) 岡山 11：00-16：00
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

2月15日(土) 名古屋 11：00-16：00
名古屋国際会議場
地下鉄名城線 西高蔵駅２番出口、
地下鉄名港線日比野駅１番出口から徒歩５分

2月16日(日) 福岡 11：00-16：00
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

2月22日(土) 大阪 11：00-16：00
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

2月23日(日) 新宿 11：00-16：00
新宿エルタワー30階
ＪＲ新宿駅西口から徒歩3分

2月9日(日) 松戸 13：00-15：30
聖徳大学松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩５分

2月15日(土) 千葉 11：00-15：00
ペリエ千葉７階ペリエホールC室
ＪＲ千葉駅東口直結

2月16日(日) 東京 11：00-15：00
東京国際フォーラム　ガラス棟4階Ｇ402室
ＪＲ有楽町駅から徒歩1分

2月22日(土) 大宮 11：00-15：00
大宮ソニックシティ7階706室
JR大宮駅西口から徒歩３分

3月1日(日) 立川 11：00-15：00
立川グランドホテル２階ミシェル
JR立川駅北口から徒歩２分

3月8日(日) 松戸 13：00-15：30
聖徳大学松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩５分

私立大学通信教育協会 春期合同入学説明会入学説明会 個別相談学習説明 卒業生
体験談

キャンパス
ツアー・・・・

通信制大学・短大・大学院が、合同で入学説明会を
開催します。各大学別に個別相談形式で行われます
ので、時間内でしたらいつでもご来場ください。 
※参加申込不要。※入場無料。
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