
通信制大学が
高校新卒生に選ばれる理由

大学院進学２ndステップ
への軌跡

これが国家資格［公認心理師］の取得ルート！
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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

大学院

実務経験※

※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。

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

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

公認心理師
国 家 資 格
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聖徳を
卒業したら
僕はココ！
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[春学期生]出願受付中！



「大学院進学」２ndステップへの軌跡

公認心理師 学習SPECIAL 直撃取材！大学院進学を決めた先輩たちに

関西福祉科学大学
大学院

合
格

「社会人入試」を
選んだことで
専門科目の勉強に
集中できました

育委員会で相談業務に携わるなか、現状の資格だけでは将来
的に不十分になるのではないかと考え、公認心理師を目指すこ

とにしました。地元の関西で通信制大学を探したのですが見つからず
諦めかけていたところで聖徳を知り、すぐに出願しました。入学当初は
実務経験を積むことで受験資格を得ようと思っていたのですが、施設
が限られていることが分かり断念。大学院受験を決意しました。
聖徳の大学院説明会に参加して得た情報を吟味し、外国語の試験が
ない社会人入試を採用している大学院を探すことに。研究計画書と専
門科目の勉強に集中でき、また、社会人に門戸を広げている大学院な
ら社会人としての経験を活かした学びができるのではないかと考えたか
らです。自分が研究したいテーマを専門にされている先生の研究室を
訪問し、この大学院で学びたいとの思いが定まり受験。聖徳での体験
を活かし、大学院でさらに専門的な学びを深め、心理の専門家として
発達障害の方々への支援をし続けていきたいと思っています。

教

聖徳で基礎心理学を
しっかりと学べたことが
大学院での学修に
活きています

事が忙しくて気持ちの余裕を失った時に、臨床心理士のお世
話になったことが心理職に興味を持ち、公認心理師取得を目

指そうと思ったきっかけです。説明会に参加し、公認心理師対応カリ
キュラムが整っていることが分かり、聖徳への入学を即決しました。
大学院受験対策を始めたのは、4年生になった4月。進学先を東京大学
大学院に決めたのは、私の研究テーマである「サービスギャップの解消」
に関する領域を専門とする先生がいらっしゃったことが理由です。国会
図書館やインターネットを活用して、100以上の先行論文を読み込みま
した。研究計画書の作成は苦労しましたが、書いた論文に助言をいただ
ける研究計画執筆支援サービスをインターネットで探して利用しました。
大学院では、援助要請行動を中心に心理学全般を幅広く学んでいま
す。授業をはじめ、所属する研究室の共同研究、心理相談室での陪席
など臨床心理の現場に触れる機会も豊富。聖徳で基礎心理学をしっか
りと学べたことが、大学院での学びに活きています。

仕

心理・福祉学部 心理学科
2018年4月入学（3年次編入学）
2020年3月卒業

大橋 英永さん

東京大学
大学院

合
格

心理・福祉学部 心理学科
2018年4月入学（3年次編入学）
2020年3月卒業

上村 美和さん
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まずは
大学での
学習から！

「オンライン公認心理師入学説明会」開催！ 予約制
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▶

30日前から当日2日前の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。
直接ご説明ができなく申し訳ございません
が、ぜひご視聴ください。

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



2018年に3年次編入学生として心理学科に入学した「公認心理
師学習」第1期生の皆さんが、2020年3月に卒業を迎えました。な
かには公認心理師学習の第2段階目となる大学院での学びに向け
て、早々に大学院進学を果たした方も！ 
そんな先輩たちに、公認心理師を目指した理由や大学院受験に向
けた取り組み方、将来の展望などを語っていただきました。

武蔵野大学
大学院

合
格

心理・福祉学部 心理学科
2018年4月入学（3年次編入学）
2020年3月卒業

芝池 俊輝さん

法律＋心理的
アプローチによって
困っている人たちを
支えていきたいです

護士として国際離婚や国際的な労働問題、犯罪被害者支援な
どに取り組んでいます。心理的な問題を抱えているクライエント

（依頼者）に対して法律的アプローチだけで対応するのは難しいと感
じ、10年ほど前から心理カウンセリングを専門的に学びたいという思い
を抱く中、公認心理師の誕生が転機となり、仕事と両立して学べる通
信制大学への進学を決意。体系的で優れた公認心理師対応カリキュ
ラムが整っている聖徳で学ぶ道を選びました。
卒業後は、トラウマやＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を専門的に学修
できる武蔵野大学大学院に進学。国際離婚による親権の問題に直面し
た母親の心理状態を研究テーマとしています。聖徳で心理学の体系的な
知識を修得できたことが、学修や研究に活きていますね。公認心理師、臨
床心理士の資格取得後は、困難を抱えるクライエントを法的にも心理的
にも支援したい。そして、心理職や福祉職など専門職の仲間と共に、困っ
ている方を支援する組織を構築し、その活動を拡げることも目標です。

弁

心理職を目指して
大学院で学ぶその先には
カウンセリングオフィス
開業の夢があります

内の大学を卒業後、営業職として勤務していました。そこで職
場でのメンタルヘルスケアの必要性を感じ、私自身がカウンセ

リングを受けたことで心理職に興味を持ちました。退職後、当時、通信
課程でいち早く公認心理師プログラムに対応していた聖徳大学に入
学。カウンセリングオフィスでの事務職と両立させながら学びを進めまし
た。大学院進学に向けて受験勉強のスイッチが入ったのは4年生の
秋。聖徳の同級生が東京大学大学院に合格したことを聞き、刺激を受
けたことがきっかけです。現在はお茶の水女子大学大学院で学んでい
ますが、聖徳の同級生とも連絡を取り合っています。卒業後も共に学
べる仲間に出会えたことが、何よりの宝物です。
将来は心理臨床家として、とくに産業分野で経験を積み、働く人のメン
タルヘルスに関わりたいと考えています。悩みを抱える人が気軽に訪れ
ることのできるカウンセリングオフィスを開業し、心の健康を維持するた
めの予防的なサポートを提供することがひとつの目標です。

都

心理・福祉学部 心理学科 
2018年4月入学（3年次編入学）
2020年3月卒業

岸原 麻衣さん

お茶の水女子大学
大学院

合
格

仲間の支えがあったからこ
そ、ここまで来れたと上村さ
ん。公認心理師学習第1
期生で記念撮影！

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

受験対策もサポート！
『SEITOKU大学院合同説明会』
学内で実施している本学の大学院説明会では、大学生・社会人の進学をサポートする大手予備校
「河合塾KALS」の講師を招いた特別講座も開催。公認心理師大学院受験に向けての最新情報
や受験対策のポイントなどを解説します。その他、大学院在学生・修了生が体験談を語るプログラ
ムや研究科教員による個別相談など、充実の内容で大学院進学を目指す方をバックアップします。



先輩たちへのアンケート取材で分かった

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。

通信制大学が「高校新卒生」に選ばれる理由

学費の支払いは自分で？

高校卒業後の進路に通信制大学での学びを選択する方が増えています。
高校新卒生として聖徳に入学し、充実した学生生活を送っている先輩たちに、その魅力やメリットを聞きました。

時間が自由に使えるから、や
りたいことが自由にたくさんで
きます（心理学科／女性）

自分一人での自宅学習は孤独に感じられますが、ス
クーリングで知り合った仲間と励まし合うことで、やる
気が出ます！（保育科／女性）

「通学生のようにキラキラした大学生にはなれない」と
思っていました。本当に通信でいいのか何度も悩みま
したが、今、勉強はもちろん、アルバイトや学外のサー
クル活動、趣味にも没頭し、とても充実した毎日を送っ
ています。人生、自分次第。入学を決めて本当によ
かったと心から思っています（社会福祉学科／女性）

支払いは？→保護者、保
護者と自分、奨学金利用

カレンダーにレポートや科目終了試験の締切日
を書いておく（保育科／女性）
自分がいちばん興味を持ったものからやっていく
（社会福祉学科／女性）

通信制大学に進学した理由は？

Q1

Q2 Q3 Q4

高校が通信制だったので、
学び方が自分に合っている
と思ったから 7％

金銭的な理由から 54％

他にやりたいことがあり、
通学制大学への進学は
難しかったから 39％

YES 54％

学習スタイルは？

仕事を
しながら 39％

アルバイトを
しながら 61％

通信での学習のコツはつかめた？

自分なりの方法が
見つかった 62％

まだつかめて
いない 38％

NO 46％ 仕事などが忙しく、あまり勉強できなくても自分を責
めない。イヤにならない。少しでも進んでいれば大丈
夫だと言い聞かせる（心理学科／女性）

CLOSE
UP!

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）

1 10 日
13:00-14:00

ご予約は、こちらのQRコード
〈入学説明会ページ〉から▶

30日前から当日2日前の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。直接ご説明ができなく申し訳ございませんが、ぜひご視聴ください。

▶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▶

1 16 土

10:00-15:00
1 17 日 1 24 日 1 31 日

予約制

予約制

SEITOKU
2 0 2 1
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！

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
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