
4月26日　まで春 学 期 生
出願締切迫る！ 金

メリット
いっぱい！

Webスクーリング開講で学びやすさがさらにグレードアップ

聖徳の「図書館司書」

心理・福祉学部 心理学科
2014年4月入学（3年次編入学）
2018年3月卒業
田中 美代子さん

幼稚園の仕事をきっかけに心理学を
学び、療育専門指導員に転職

ホテルの宿泊予約担当、病院のレセプト
業務、児童英語講師、中学校での子ども
と親の心の相談員など、様々な仕事を経
験してきました。出産後には、子どもが通
う幼稚園の先生の温かい対応に感動し
て、聖徳の通信教育で幼稚園教諭と保育
士の免許・資格を取得。幼稚園の補助教
員として働くうちに、子どもの心のありよ
うや家族との関係性から生じる様々な心
の問題について知りたくなり、心理学科
に再度入学しました。仕事と学習の時間
配分が難しかったですが、興味深い科目
ばかりだったので苦にはなりませんでした
ね。在学中にこども発達センターに転職
し、療育専門指導員として働いています。
幼稚園教諭と保育士から心理系の資格
まで、聖徳で取得した免許・資格と経験
がすべて今の仕事につながっていること
を実感している毎日です。

資格取得で
キャリアチェンジ

卒業生CLOSE UP

［心理職］

今年は公認心理師の
国家試験にも挑戦します！

「学費シミュレーター」稼働中Web でチェック！
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個別相談学習説明 卒業生
体験談

キャンパス
ツアー・・・・

入 学 説 明 会

3 2
横浜日

11:00-15:00
AP横浜駅西口 横浜APビル4階B会議室
JR横浜駅西口から徒歩6分

すぐに行ける！お近くの会場を Check!

本学独自の奨学制度で登録料減免
福祉や教育、公共施設などに勤務する方の経済
的負担を軽減する「SEITOKU指定施設推薦奨
学制度」。働きながらキャリアアップやキャリア
チェンジに向けて意欲的に学ぶ入学者を支援す
る奨学制度です。本学独自のこの制度を活用す
れば、勤務先の推薦で登録料30,000円が減免
になります。

受講料の20％を国が支給
聖徳大学では、図書館司書課程 
科目等履修生を1年間で修了し
た場合、「教育訓練給付金」とし
て、国から受講料の20％（最高
10万円）が支給されます。支給対
象者は「雇用保険の一般被保険
者」「雇用保険の一般被保険者で
あった方」で、3年以上の勤務経
験がある方が対象です＊。

登録料：30,000円＋

受講料：94,000円＋

スクーリング受講料：84,000円＋

試験受験料8,000円＝216,000円

短期大学部
図書館司書課程
2018年4月入学
I.Mさん

充実のスクーリング
が決め手

公民館に勤務していますが、以前から
図書館で働きたいと思っていました。
そのためには必要とされる知識や業務
内容についてしっかりと学んだ方がよ
いと思い、図書館司書の勉強をするこ
とに。スクーリングが充実していること
に魅力を感じて聖徳を選んだのです
が、正解でした。参加型の演習が多い
ので興味を持って授業に取り組めます
し、専門的知識はもちろん、レファレン
スなどの実務能力も身につきました。
目標は1年での資格取得。図書館の人
員に空きがあれば異動したいと、今か
ら職場に希望を出しています。

短期大学部
図書館司書課程
2018年4月入学
藤嶋 敬子さん

「SEITOKU指定施設
推薦奨学制度」を活用

小学校の図書館に勤務して5年目です
が、専門的な知識を身につけるために
も司書の資格を取りたいと、ずっと考
えていました。昨年の3月上旬に思い立
ち、4月に入学。登録料が減免になる
「SEITOKU指定施設推薦奨学制度」
を活用し、目標は1年間で修了して資
格を取ることです。仕事や家庭との両
立で心身ともにキツイ時もありますが、
校長先生から推薦を得た手前、弱音は
吐けないし後に引けない（笑）。職場で
すぐに活かせる実践的なカリキュラム
も多く、日々、世界が広がってきている
と実感しています。

通信教育部サイトに、取得
を希望する免許・資格や学
歴から学費をシミュレート
できる「学費シミュレー
ター」ができました。「取得
したい資格」「最終学歴」を
選択肢から選ぶと、卒業ま
で（資格取得まで）の学費
が表示されます。ぜひご活
用ください。

◀心理学科3年次編入学で
公認心理師取得希望の場合
のシミュレーター結果

3 3
松戸日

13:00-15:303 10 聖徳大学 松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩5分

・・・・

立川土

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 16
東京日

11:00-15:00
東京国際フォーラム ガラス棟７階Ｇ７０１室
ＪＲ有楽町駅から徒歩１分

3 17

千葉土

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

3 23

3 24

つくば土

11:00-15:00
イーアスつくば 2階イーアスホールA
つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ研究学園駅から徒歩4分

3 31
4 7

大宮日

11:00-15:00
大宮ソニックシティ ７階７０７室
JR大宮駅西口から徒歩３分

松戸日

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

・・・・

松戸日

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

・・・・

＊当分の間、教育訓練給付金の支給を受けたことがない方に限り、教育訓練を開始した日までの間に被保
険者として雇用された期間が１年以上あれば、 教育訓練給付金の支給を受けることができます。

活用して経済的負担を減らそう！

I N T E R V I E W

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

2

教育訓練給付
制度の対象と
なる受講料

受講料（登録料を含む）×0.2＝支給額

私たちも働きながら学んでいます！■■■在 学 生

3 24 日

11:00-13:00
聖徳大学 松戸キャンパス
JR松戸駅東口から徒歩5分

公認心理師学習説明会

「学費シミュレーター」を
ご活用ください！

Web でチェック！ メリットいっぱ
 聖徳の「図書

Don’t Miss It!
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夏 春冬GW

夏GW春冬

春学期生

秋学期生

Webスクーリング開講！

大学でも自宅でも受講OK
より効率的な学習が可能に

「聖徳の体験型スクーリングは受講したいけれど、スケジュールの調整が難し
そう……」とお悩みの方に朗報です！ 2019年度春学期生から、スクーリン
グ（下の「単位修得スケジュール例」参照）について、インターネットを利用し
たWebスクーリングが一部スタート！松戸キャンパスまで通いづらいという方
や、仕事の都合で日程を調整しづらいという方が、無理なくスクーリングを受
講できるようになります。大学で受けたい授業は通学して、日程が合わない
授業はオンラインで受講というように、通学とWebを組み合わせれば、自身
のライフスタイルやペースに合わせて、より効率よく学習を進められます。

情報資源組織演習I

学びのコツを動画で解説
自宅学習も強力にサポート

通信教育の学習方法を理解し、計画的に学習を進められるように、主に新入
生を対象とした「学習ガイダンス」を年に2回ほど松戸キャンパスで実施して
います。これに加えて、2019年度春学期生からは通信科目（下の「単位修得
スケジュール例」参照）の学習ポイントを、通信教育部サイト上で公開する「動
画ガイダンス」の配信もスタート。テキストを読んだだけでは分かりづらいと
ころや、レポート作成のコツなど、各科目の学びのツボを分かりやすく解説す
る動画が視聴できるように！ 自宅学習への手厚いサポートによって、資格取
得を強力に後押しします。

学習ガイダンスでは、教員によるレポー
ト作成のアドバイスをはじめ、学習の進
め方を分かりやすく解説。
次回は、5/12（日）に松戸キャンパスで
開催（13:00～16:00）。

聖徳の図書館司書、ここが魅力！ 
現場で活きる体験型学習

聖徳の図書館司書課程の魅力は何と言っ
ても体験型の学び。図書館司書として必要
とされる知識やスキルはもちろん、現場で
すぐに役立つ実践的な能力が修得できる
と好評です。100万冊収蔵可能な自動書
庫を備えた学内図書館を利用したレファ
レンス体験や、現代の図書館が抱えるリア
ルな問題を受講生同士が考察しあうグループワークなど、実務に直結した多
様で密度の濃いカリキュラムは、資格取得やスキルアップにとどまらない達成
感と学習満足度を得られると、修了生から高い評価をいただいています。

1年での資格取得がより確実に
通学スクーリング科目は、ゴールデン
ウィーク（5月）・夏期（7～8月）・冬期
（12月）・春期（2～3月）の4期に分け
て開講されます（下の「単位修得スケ
ジュール例」参照）。平成29年度より
スクーリング日程を改訂し、冬期ス
クーリングの開講科目を拡充。また、
ゴールデンウィークスクーリングを新
設したことで、受講生は入学時期を
問わず、スクーリング受講日程が組み
やすくなるため、１年間での修了がよ
り確実になりました。

Do You Know?

HOT TOPICS!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
動画ガイダンス配信開始！

2

Webスクーリング開講で
学びやすさがさらにグレードアップ!

1
2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※科目終了試験を受験するには、約２ヵ月前に設定された締切日までにレポートを提出し、合格する必要があります。

単位修得スケジュール例 

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

図書館概論

情報資源組織論

情報サービス論

生涯学習概論

情報資源概論

図書館文化史

図書館サービス概論

児童サービス論

図書館制度・経営論

D：情報サービス
演習Ⅰ＊2

F：図書館
サービス特論＊3

E：情報サービス
演習Ⅱ＊2

B：情報資源
組織演習Ⅰ＊１

A：情報処理
技術概論

レポート提出レポート提出

レポート提出レポート提出

試験試験

レポート提出レポート提出

レポート提出レポート提出

レポート提出レポート提出

試験試験

試験試験

試験試験

試験試験

。すまりあが要必るす格合、し験受を」論織組源資報情「にでま験試了終目科の月６、はにめたるす講受を」Ⅱ習演織組源資報情「」Ⅰ習演織組源資報情「でグンリークス期夏 １＊
。すまりあが要必るす格合、し験受を」論スビーサ報情「にでま験試了終目科の月01、はにめたるす講受を」Ⅱ習演スビーサ報情「」Ⅰ習演スビーサ報情「でグンリークス期冬 ２＊

＊３ 春期スクーリングで「図書館サービス特論」を受講するためには、同時期までに「情報サービス演習Ⅰ」を受講する必要があります。

試験試験

試験試験

：スクーリング科目：通信科目

試験試験

試験試験

レポート提出レポート提出

レポート提出レポート提出

レポート提出レポート提出

Ａを実施！ Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆを実施！ Ａ、Ｄ、Ｅを実施！ Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆを実施！

レポート提出レポート提出

C：情報資源
組織演習Ⅱ＊１

［春学期入学 1年間で修了する場合］

実務に直結した体験型学習が修了生から高く評価されている聖徳大学の
図書館司書課程が、今春以降、さらにグレードアップ！ 
学習サポート体制がより一層手厚くなって、ますます学びやすくなります。

ぱい！
書館司書」

オンラインで 通学して



！るべ学ぐす今らかだ」信通「 ！るきで格合らかだ」クトイセ「
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 

）祉福・道書・民公・歴地・語国・語英（）種一（

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 ）格資用任（）年１務実要（
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!

心理・福祉学部 社会福祉学科
2013年10月入学（3年次編入学）
2018年3月卒業
高橋 希世美さん

資格取得で
キャリアチェンジ

卒業生CLOSE UP

［福祉職］

知識と資格を得て、
ステップアップしました！

保育士としての気づきから
精神障害者の相談支援員へ

以前は保育士として、未就学児の発達支援
をしていました。子どもの療育訓練が主な
業務だったのですが、保護者の方の相談に
乗る機会も多くありました。就労施設や障
害者手帳のシステムなどについての質問を
受けるうちに、自分自身に障害者支援制度
に関する知識が不足していることを痛感。
レベルアップのために、精神保健福祉士の
資格を取得しようと思い、聖徳への入学を
決めました。働きながらの勉強は大変なこと
もありましたが、学んだ内容が療育の現場
ですぐに役立つことも多く、それが励みと
なって続けることができたと思います。学ん
でいるうちに子どもだけではなく、もっと幅
広い年齢層に向けた支援がしたくなり、非
常勤職員として精神障害者生活支援セン
ターに転職。精神保健福祉士の資格取得
後は常勤職員となり、相談支援や訪問支援
などの仕事を任せていただいています。

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。
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