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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

時間以上

時間以上

年以上

取得!
実習

実習
ルート1

ルート2

卒業生が続々と大学院に
進学しています！

聖徳大学での学びから次のステップへ。

「公認心理師」学習SPECIAL

東京大学大学院で
  学んでいます！
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「受験対策」にも直結！
大学院で活きる「聖徳の学び」

先輩が
語る！

出願受付中！10月31日  まで月



進学先▶仁愛大学大学院進学先▶名古屋市立大学大学院

大学院合格を果たした先輩に聞きました！

大学院で活きる「聖徳の学び」

私の「大学院入試」必勝法

先輩が
語る!

どこよりも早く公認心理師対応カリキュラムをスタートさせた聖徳大学の心理学科に 入学した先輩たちが、続々と「次のステップ」へと進んでいます。
今年度、大学院に合格した在学生とすでに大学院で学び始めている卒業生の皆さんに、公認心理師取得を目指す学びの歩みを語っていただきました。

進学先▶学習院大学大学院進学先▶東京大学大学院

大学院進学を目指す
仲間との学び合い

場で見聞きしてきた働く人のメンタルヘルスの問題を解決したいと考え、
大学院進学も視野に入れて聖徳に入学しました。2年で必要単位を修

得しましたが、関心のある科目を履修するため、２年半で卒業。基礎心理学をはじ
めとした幅広い知識を学び、大学院での研究や実践の基盤を得ることができま
した。入試対策を本格的に開始したのは入試の1年前。入試前には大学院進学
を目指す方々が行っている勉強会に参加させていただき、過去問を解いて批評
し合うなど、グループのみんなで学びを深めていきました。大学院では働く人のメ
ンタルヘルス支援の中でもレジリエンス（心の回復力）について研究を深め、公
認心理師・臨床心理士の資格取得後は、心理職として経験を積み、ゆくゆくはカ
ウンセリングルームを開いて気軽にセラピーを受けられる場を提供したいです。

聖徳で身につけた
「書く力」を遺憾なく発揮

心理・福祉学部 心理学科
2019年10月入学（3年次編入学）

横堀 正枝さん

ギリスの大学院で音楽療法士の資格を取得してから約20年、国内外で
音楽療法士の仕事を続けてきました。日本の音楽療法は心理学的バック

グラウンドが弱いと感じるようになったのが、聖徳で学ぼうと思ったきっかけです。
大学院受験対策を本格化したのは入試の半年ほど前からですが、ベースになっ
たのは在学中のレポート作成で身につけた出題者の意図を正しく読み取って「書
く力」。論述試験で効果を発揮しました。勉強の範囲が膨大なので、効率化を図
るために通信制予備校を活用したことも良かったと思います。大学院では言葉以
外のコミュニケーション方法を音楽的要素から分析して障害児の母親をサポート
する研究に取り組む予定です。将来的には海外での活動も視野に入れながら、
精神疾患が差別や偏見につながらない社会づくりに貢献したいと考えています。

学んだ知識の
アウトプットを意識した学習

心理・福祉学部 心理学科
2020年4月入学（3年次編入学）

林 隆行さん

動車設計の仕事に携わっていましたが、もっと人間と関わる仕事がした
いと思うようになり、退社。メンタルクリニックでアルバイトをしながら、聖

徳に入学しました。大学院入試前の5ヶ月間ぐらいは、大学の教科書や参考
書、過去問を徹底的に学習。大学院によってはマイナーな問題も出題されるの
で、教科書を隅 ま々で読んでおくことが大切です。聖徳の科目終了試験で出た
問題とほとんど同じ問題が入試にも出て、日頃の学習を丁寧にしておく重要性
を再確認しました。また、論述対策として知識をアウトプットする学習も大切なの
で、過去問を取り寄せ、傾向の似た問題を自分で考えて解く練習も繰り返しまし
た。大学院では、クリニック勤務を通してニーズの高さを知った認知行動療法の
研究に取り組み、修了後は病院の精神科で経験を積みたいと考えています。

大学院の説明会に
積極的に参加して情報収集

心理・福祉学部 心理学科
2018年4月入学（3年次編入学）

I.J.さん

庭教師として、幼稚園児から高校生までに英語を教えています。教え子
の一人から「公認心理師になりたいから心理学科に進学する」と聞き、

自分も長く働くうえで資格があった方がいいと考え、聖徳への入学を決意しまし
た。最初は心理学の用語もわからず、書くことが苦手でレポート作成にも苦労し
ましたが、コツコツと勉強を重ねることで徐々に理解が深まりました。進学先を決
めるにあたっては、大学院のオンライン説明会に積極的に参加。そこで研究計
画書の作成に苦労していることを教授に相談すると、助言をいただくことができ
てとても助かりました。大学院生から受験のアドバイスもいただけるので、説明会
で情報収集することは大切だと思います。公認心理師や学校心理士の資格取
得を視野に入れ、取得後は生涯発達の立場で心理支援を行っていきたいです。

大学院入試、私の決め手！ 大学院入試、私の決め手！

大学院入試、私の決め手！ 大学院入試、私の決め手！

職 イ

自 家

心理・福祉学部 心理学科
2019年10月入学（3年次編入学） 

猪股 和佳奈さん

進学先▶東京大学大学院

心理・福祉学部 心理学科
2019年10月入学（3年次編入学）
2022年3月卒業

猪股 和佳奈さん

（大学院入試、私の決め手！）

現役の東大生が主宰する
勉強会グループに参加

（本文）
職場で見聞きしてきた働く人のメンタルヘルスの問題を解決したいと考え、大学院進学も視野に入れて聖徳に入学しました。2年で必要単位を修得しましたが、関心のある科目を履修するため、２年半で卒業。基礎心理学をはじめとした幅広い知識を学び、大学院での研究や実践の基盤を得ることができました。入試対策を本格的に開始したのは入試の1年前。入試前には現役の東大生の方々が行っている勉強会に参加させていただき、過去問を解いて批評し合うなど、グループのみんなで学びを深めていきました。大学院では働く人のメンタルヘルス支援の中でもレジリエンス（心の回復力）について研究を深め、公認心理師・臨床心理士の資格取得後は、心理職として経験を積み、ゆくゆくはカウンセリングルームを開いて気軽にセラピーを受けられる場を提供したいです。
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大学院で活きる「聖徳の学び」
すでに大学院で学んでいる先輩に聞きました！

大学院でも活きる「聖徳の学び」

どこよりも早く公認心理師対応カリキュラムをスタートさせた聖徳大学の心理学科に 入学した先輩たちが、続々と「次のステップ」へと進んでいます。
今年度、大学院に合格した在学生とすでに大学院で学び始めている卒業生の皆さんに、公認心理師取得を目指す学びの歩みを語っていただきました。

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。

進学先▶東京大学大学院

心理・福祉学部 心理学科
2019年10月入学（3年次編入学）
2022年3月卒業

猪股 和佳奈さん

（大学院入試、私の決め手！）

現役の東大生が主宰する
勉強会グループに参加

（本文）
職場で見聞きしてきた働く人のメンタルヘルスの問題を解決したいと考え、大学院進学も視野に入れて聖徳に入学しました。2年で必要単位を修得しましたが、関心のある科目を履修するため、２年半で卒業。基礎心理学をはじめとした幅広い知識を学び、大学院での研究や実践の基盤を得ることができました。入試対策を本格的に開始したのは入試の1年前。入試前には現役の東大生の方々が行っている勉強会に参加させていただき、過去問を解いて批評し合うなど、グループのみんなで学びを深めていきました。大学院では働く人のメンタルヘルス支援の中でもレジリエンス（心の回復力）について研究を深め、公認心理師・臨床心理士の資格取得後は、心理職として経験を積み、ゆくゆくはカウンセリングルームを開いて気軽にセラピーを受けられる場を提供したいです。

心理的側面から
障害のある子どもと
その母親を支援したい

心理・福祉学部 心理学科
2018年4月入学（3年次編入学）
2021年3月卒業

F.T.さん

医療分野の心理職として
患者さんやご家族を
支援したい

心理・福祉学部 心理学科
2019年4月入学（3年次編入学）
2021年3月卒業

藤 亜紀子さん

リワーク施設での適応支
援や高次脳機能障害の
方を支援したい

心理・福祉学部 心理学科
2019年4月入学（3年次編入学）
2021年3月卒業

川波 紀子さん

高一貫校で非常勤の英語教員をしてい
ます。教育現場で出会った精神面や家

庭環境に問題を抱える生徒たちを支えるために
心理学を学び、公認心理師の資格も取得した
いと考えるようになり、聖徳への入学を決意。モ
チベーションの高い仲間と共に学べたことは素
晴らしい経験でした。『心理学実験Ⅰ』など聖徳
のスクーリングで得た学びの多くが、臨床心理
を研究する大学院での学びにつながっていると
実感しています。心理学を幅広く学んだことで
子どもの言動を複合的要因から考えられるよう
になり、教職にもプラスになりました。大学院で
学びを深め、将来的には教育または福祉の現
場で、障害のある子どもとその母親を心理的な
側面からサポートする役割を担いたいです。

護師として患者さんと関わる中で、身体
が病気でも心が健康であれば幸せを感

じられるということを実感。「心」に関する勉強を
続けてきましたが、子育てが一段落したタイミン
グで心理学を専門的に学ぶことを決意し、聖徳
に入学しました。心理査定に必要となる一般的
な検査を実際に体験しながら学習できた『心理
的アセスメント｠Ⅱ・Ⅲ』の授業は、大学院での学
びにも役立つ内容。また、『心理学統計法演
習』で学んだことは大学院入試の研究計画書
作成にも役立ちました。将来は緩和医療など
「がん」領域で心理職として働くことが目標で
す。外来治療を行う方、サバイバーの方やご家
族など病院の外で暮らす方々の心の健康を保
つサポートに携わりたいと考えています。

学で心理学を専門的に学ぼうと決意した
きっかけは、リワーク施設で社会人の方

の適応支援に携わったこと。ヨガインストラク
ターの経験を活かし、適応障害の方が参加する
ボディワークのクラスを担当する中で、心理学
的知識を得て的確な援助サービスを提供する
必要性を痛感しました。聖徳の魅力は授業のレ
ベルの高さ。就労支援施設・生活介護施設で
の支援にも携わっていますが、学び得たことを
支援の現場に活かすこともできました。レポート
や科目終了試験は良問が多く、大学院受験に
も役立つほどでした。大学院修了後は心理学の
知見を活かし、社会人の適応支援ワークの仕
事の拡充とともに、高次脳機能障がいの方やご
家族を支援する活動もしたいと考えています。

将来の目標は？ 将来の目標は？将来の目標は？

中 看 大

「受験対策」
 にも直結！

進学先▶東京大学大学院 進学先▶東京都内の大学院進学先▶福岡県内の大学院

魅力 
これが
！
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体験授業
あり！「オンライン公認心理師入学説明会」開催！

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）

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。

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）

予約制

SEITOKU
2 0 2 2

7 17 日 各日13:00-13:45

各日10:00-15:00

8 14 日

9 18 日 10 2 日

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！

ご予約は、こちらのQRコード
〈入学説明会ページ〉から▶

7月以降の日程はこちらから▶

開催日前日の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。

受験方法が選べるピアノ実技試験
ピアノ実技試験は「在宅特別試験」（自宅でのオンライン受験）と
松戸キャンパスでの試験を選択して受験できる体制を整えております。

科目終了試験を在宅で実施
通常は全国31都市で行っている科目終了試験を
「在宅特別試験」（自宅受験）に変更して実施しております。

SEITOKUの2022年度新型コロナウイルス感染症対応 ●● ●●三密を避けて 濃 密な学びをサポート

スクーリングは2023年3月末までオンライン開催に

聖徳大学・聖徳大学短期大学部通信教育部では、2021年度の学習において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、在学生の安全を考慮し、スクーリングや科目終了試験等の実
施方法を、通常の対面での直接授業・会場試験の実施から、オンラインでの実施等緊急措置を行いました。本学のスクーリングにつきましては、対面での直接授業を原則としております
が、今後も感染拡大に伴う対応として、オンラインスクーリング、オンライン科目終了試験を実施する予定でございます。つきましては、ご入学をご検討の皆様におきましては、ご自宅等にて
オンライン受講・受験ができる学習環境（パソコン・インターネット環境＜学生募集要項1頁参照＞）を事前にご準備いただきますようお願いいたします。

図書館の蔵書は宅配で貸し出しできます
希望者には、川並弘昭記念図書館の蔵書の宅配貸し出し
（送料は利用者負担）を行っております。

松戸キャンパスに登校することなく、全スクーリングをオンラインで受講できる体制
を整えております。一部実験・実習科目においては、オンライン開催のほか希望者向
けに松戸キャンパスでの対面スクーリングも追加開催を予定しております。

▶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▶

予約制

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

予約制

◀ご予約は、こちらのQRコード
　〈入学説明会ページ〉から

開催日前日の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。

短い時間になりますが、スクーリング授業人気講師の大石武信先生（写真）に
よる「認知心理学」や「感情・人格心理学」（授業内容は日程により異なります）
などの体験授業あり。「なんでも相談タイム」も取らせていただきます！

土曜日・日曜日に実施


