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　学校法人栴檀学園 東北福祉大学は、豊かな人間関係を通して人類全体の福祉
（幸福）を実現する道を探求し、幅広くそのための知識と技術を学習できる場です。
明治8年の学園創立以来、本学は仏教福祉を基軸とした「行学一如」建学の精神
とする教育がなされ、その社会化による真の福祉社会の実現を目指して、常に時
代の要請に応えてきました。
　すなわち令和7年に学園創立150周年を迎える本学の教育には、自らが生きるこ
とは即ち他をいかして生きることとする「自利・利他円満」の教えが根本にあります。

　福祉社会における「自他」には、不可分にして同事一体であるとするグローバ
ルな世界観と人生観があります。それは現代社会に散見されるエゴイズムや分断
を乗り越える知恵であり、人間社会の調和を実現するエネルギーへと若者の力を
転換させるものです。

　いかなる時代にあっても未来を先取し、夢に向かって生きる精神力と行動力を
本学で身に付けてください。そのような希望に満ちた皆さんの絶好の学び舎であ
ると自負してやみません。

東北福祉大学 学長メッセージ
学  長 千葉 公慈

　東北福祉大学の建学の精神「行学一如」とは、
学んで行い、行いから学ぶということを繰り
返していく、不断に続けていくということです。
この建学の精神は、働きながら学ぶ、学ぶこ
とを続ける通信教育部学生のみなさんに、よ
りあてはまるのではないでしょうか。
　東北福祉大学通信教育部では、そのような
みなさまに社会福祉学、心理学の学問領域を
中心に学習機会を提供します。その方法はス
クーリング会場での授業だけでなく、Web上
でのオンデマンドスクーリングなど、いつでも、
どこでも、「学びたい」というみなさんの希望
に応えられるよう用意をしています。学修の

ポイントとなるのは「自発性」や「主体性」です。
自ら学び、自らの能力を高めていこうとする
みなさんの学びを、私たちは細やかに支援し
ます。
　近年、社会やその中で暮らすわれわれ人間を
取り巻く状況は、大きく変化しています。どん
なに状況は変化しても、社会や人をしっかり見
つめ、その本質を把握し、どうあるべきかを常
に問い続ける、「学問」することが私たちには
求められ、また学問することは大いなる喜びに
つながるものと思います。
　東北福祉大学通信教育部で、共に学問しよ
うではありませんか。

通信教育部
部長メッセージ

通信教育部 部長
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論述式レポートでは、決められた課題に2 ,000字程度で解答・作成することで、学んだことを自身の言葉
でまとめる力が付きます。ここで身に付けた文章力は今後どのような場面でもいかすことができるでしょう。
また、教員からの添削・講評は学習の励みになり、理解が不足している点を振り返ることもできます。

テキストや参考文献等を参考にしながらのレポート学習が要です。単位の修得のためには、レポート学習とあわせてス
クーリングの受講や科目修了試験の受験が必要となる科目がほとんどです。

キャンパスに通って勉強をする通学 制大学 自宅学習が中心通信 制大学

学習の方法1

● 今の職場・環境で成長したい
● 人脈が欲しい
● 身に付けたい知識や技術がある
● 取得したい資格がある
● 講義を受けたい教授がいる

通学 制大学　　 ・  通信 制大学

「社会福祉学」と「心理学」を軸として専門性を学び、
共通基礎科目、専門選択科目に幅広い分野の科目を
開講することで実践力を養います。

どの学科に所属しても「社会福祉」の役割や歴
史、制度を学ぶことができ、日々の生活に応
用できる「心理学」の知識・技術を習得できます。

一般教養から
幅広い分野を学ぶ

通学 制大学
専門性のある学習ができるように
カリキュラムが組まれている
（一般教養の科目もあり）

通信 制大学

書類審査のみ。
『募集要項』をよく確認して出願書類を準
備しましょう。

提出する書類でご不明な点は
メールや電話でも質問を受付
けております。

学力審査

通学 制大学
学力試験が課されない
（一部大学では面接や小論文
提出が行われる場合も）

通信 制大学
3年生

2年生

1年生

●学年制イメージ
4年次
3年次
2年次
1年次

●単位制イメージ 124単位
以上修得

通信制大学とは？
－通学制大学と同じところ違うところ－

授業形態
キャンパスへ通って面接授業を受け、
先生からの直接指導を中心に学ぶ通学 制大学

テキストでの学習が基本。
スクーリングの受講は会場
やオンデマンド等がある

通信 制大学

大学の選び方

職場でのキャリアアップのための資
格取得や、日々の生活の中でいか
せる学びを得るために、幅広い地域・
年齢の方々が学習しています。会場
スクーリングを通じて学友ができるこ
とも学習のモチベーションアップに
効果的です。

就職支援として本学の
キャリアセンターも利用
できます。

5

自分の生活スタイルに応じて学習計画を立て、単位を修得し
ていくため、計画通りに勉強を進めていく自己管理能力が重
要です。困ったときはメールや電話、直接の学習相談などで
職員や教員がアドバイスしますのでご安心ください。

「履修モデル」や「学習計画ガイド」として、入学
する学科ごとにおすすめの科目や学習の順序・
学習方法を皆さんに提案します。

通学制の高校では「学年制」といって、1年間で決まった科目を修得でき
れば 2年生、3年生と進級できましたが、不足していると留年になりました。
通学制・通信制大学共に導入している「単位制」では各科目に単位が設
定されており、決められた単位数と、在籍年数を満たせば卒業できる制
度です。

通学 制大学　　 ・  通信 制大学

単位制とは？6
オンデマンド・スクーリングが充実しており、時間や場所に縛られな
いので自分のペースで学習が進められます。会場スクーリングは教員
の生の声を聞けて、学生同士が切磋琢磨できる貴重な機会なので、
熱意をもった学生が真剣に受講しています。

福祉や心理の現場において経
験豊富な教員陣による授業で
は、普段耳にすることができな
い貴重な経験談も聞けます。

学習の分野 入学審査2 3

4

＋α
強み

＋α
強み

＋α
強み

＋α
強み

＋α
強み

＋α
強み
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通信制大学で学ぶ
メリットとは？

通学制の私立大学文系の初年度納付金は、約119万円で
す（令和3年度文部科学省調査より）。それに比べ本学通
信教育部の初年度納入金は16万円であり（※別途スクーリング
受講料や実習費等が必要）、大きな差があることがわかります。

通信制
16万円
（本学） 通学制

約119万円

負担の少ない『学費』

merit4

自主学習が基本となるため、時間や場所の制限が少なく、
全国どこに住んでいても在学ができます。インターネットを
使用したオンデマンド学習の普及により、ネット環境があれ
ば自宅以外でも学習がで
き、少ない通学回数で卒
業することが可能です。自
分の生活スタイルや仕事に
合わせて、学習を進められ
ます。

『全国どこにいても』
学習ができる

merit6
「正科生」と「科目等履修生」の2通りの入学方法がありま
す。「正科生」は入学後、卒業するために必要な単位を修
得しながら、学士の学位取得を目指すものです。「科目等
履修生」は、興味関心のある科目や資格取得のために必要
な一部の科目を学び、単位を修得します。

選択できる『入学方法』

merit5

merit8

社会福祉学科の卒業が目的の場合、会場スクーリングに参
加することなく、オンデマンド学習と科目修了試験（会場ま
たはWeb）のみで卒業を目指すことができます。

● 「卒業試験」は会場での受験が必要です。

● 福祉心理学科を卒業するためには「心理学実験ⅠA」を会
場でのスクーリング受講が必須です。

● 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験資格取得
のためには、会場でのスクーリング受講が必須です。

スクーリングは
『オンデマンド学習のみ』
で卒業を目指せる

今までに、大学や短期大学、専門学校を卒業している場合
や、大学や短期大学を中退の場合は、編入が可能です。
本学通信教育部では2年次編入学と3年次編入学があり、
2年次編入学の場合は最短3年、3年次編入学の場合は
最短 2年で卒業ができます。

学歴により可能な
『編入制度』

merit7
● 社会福祉学科卒の場合
 2027年3月 東北福祉大学総合福祉学部 
 （通信教育部）社会福祉学科卒業

● 福祉心理学科卒の場合
 2027年3月 東北福祉大学総合福祉学部 
 （通信教育部）福祉心理学科卒業

広がる『人脈』

merit3
自分の『価値』を高める

「学士」とは4年制大学を卒業した人に与えられる称号で、
「学士号」の学位を授与されます。大学での学びが履歴書
に残ることは、自分のキャリアの幅が広がるということです。

すでに社会で働いている人にとっては、学んだ証がその後
の人生の道の選択肢を広げるでしょう。学士号を2つ以上
取得の場合には、身に付けた専門性の幅が広がったという
事実を社会に伝えることができ、大きな自信となるでしょう。

高い志を持った人が集まっている
のが通信制大学です。

その道のプロとして働いている方
がより深い知識の修得を目的に
入学したり、新しい分野の知識を修得しその後のキャリアの
幅を広げることを目的として入学したりと、入学の動機も
様々。職業や年齢層も幅広く、自分が知らない世界に触れ
合える貴重な出会いの場です。

会場スクーリング等で交流をしてみると、学習のモチベーショ
ンにつながったり、自分の視野・世界観が広がることが実
感できるでしょう。

一般的に価値の高い人材とは、自分が今いる環境以外から
見ても価値があるかどうかが重要になってきます。

通信制大学で、働きながらスキルアップし自分の価値を高
めることができれば、現在の仕事にいかせるうえに、自分の
実力を発揮できる場が広がっていきます。

求められるスキルや知識は変化していくため、今に満足せず、
自分の価値を高めていくことが、生きがいにつながるでしょう。

社会福祉学科を卒業すると

『学士（社会福祉学）』 取得
福祉心理学科を卒業すると

『学士（福祉心理学）』 取得

merit2
『学士号』を取得

merit1

卒業後の履歴書の
書き方の例

学費の詳細は次ページ
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通信制大学で学ぶ
メリットとは？
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実力を発揮できる場が広がっていきます。

求められるスキルや知識は変化していくため、今に満足せず、
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学費

入学選考料

入学金

学費 （130,000円／年間）

スクーリング受講料 （例：7～8単位／年間）

合　　計

社会福祉学科・福祉心理学科ともに、スクーリング単位を 4年間（1年次入学）で 30単位、2年間（3年次編入学）で15単位を修得した際の一例。

※ スクーリング受講料は卒業までに必要な最低限のスクーリング単位を満たす金額（心理学実験ⅠA・ⅠBを含む）。

※ スクーリング受講料は卒業までに必要な最低限のスクーリング単位を満たす金額。

卒業するまでの総費用シミュレーション

特 徴

40万5千円から 
東北福祉大学（通学・通信）の卒業生、在学生、教職員からの紹介で
入学選考料 10,000 円を免除。詳しくは『募集要項』参照。

入学選考料
免除制度

● 社会福祉学系や心理学系の通信制大学の中でも
 卒業までにかかる学費の負担が少ない
● 教科書代も学費に含まれている
● 2年間（3年次編入学）で卒業までは

10,000
30,000
520,000
210,000

円

円

円

円

4年間（1年次入学）

770,000円

10,000
30,000
260,000
105,000

円

円

円

円

2年間（3年次編入学）

405,000円

入学選考料

入学金

学費 （130,000円／年間）

スクーリング受講料 （例：7～8単位／年間）

合　　計

10,000
30,000
520,000
213,000

円

円

円

円

4年間（1年次入学）

773,000円

10,000
30,000
260,000
108,000

円

円

円

円

2年間（3年次編入学）

408,000円

社会福祉学科

福祉心理学科
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取得できる資格
本学通信教育部では下表の資格が取得可能です。入学する学科により取得できる資格が異なります。

資格 社会福祉学科 福祉心理学科 科目等履修生

社会福祉士国家試験受験資格 ◯ （注 1）

精神保健福祉士国家試験受験資格 ◯
認定心理士 △ ◯ ◯

すでに大学を卒業
されている方などのみ福祉心理士 △ ◯

社会福祉主事任用資格 ◎ ◯
児童指導員任用資格 ◎ ◎
知的障害者福祉司任用資格 ◎ ◎
児童心理司（心理判定員）任用資格 ◎
防災士 ◯ ◯ ◯
睡眠改善指導者（大学認定睡眠改善インストラクター）受験資格 ◯ ◯ ◯
幼稚園教諭免許状取得（特例講座）

　　  △（注 2） 　　  △（注 2） 　　  ◯（注 2）
保育士資格（特例講座）

◎ 卒業と同時に取得可能　　◯ 取得可能　　△ 卒業要件に含まれない科目を履修し取得可能
（注 1）本学の卒業（見込）生で、在学中に「実習指導」「実習」以外の社会福祉士国家試験受験資格に必要な指定科目の単位を修得した方は『募集要項』P.12 参照。
（注 2）幼稚園教諭免許状もしくは保育士資格いずれかを所持している方のみ

社会福祉士国家試験
受験資格

P.22-23

精神保健福祉士国家試験
受験資格

P.24-25

認定心理士・福祉心理士

P.30

2018 2019 20212020

10

0

20

30

40

50

60

(%)
70

55.0 56.4 54.1
48.0

29.9 29.3 29.3
31.1

本学合格率（現役） 全国平均合格率

全国平均 31.1%
（2021年度）

本学

48.0%
通信教育
トップクラスの
合格率

社会福祉士
国家試験合格率

〔任用資格〕
社会福祉主事・児童指導員・知的障害者福祉司・児童心理司（心理判定員）

公務員などの採用試験に合格し、専門職として配置されていかすことのできる資格です。福祉医療関係の施設・病院への就
職に際し、資格要件として求められる場合もあります。

普通救急救命講習受講→防災士養成研修講座受講→
資格試験・合格→日本防災士機構へ登録申請

指定科目の単位修得→資格認定試験の受験→
試験合格

資格
取得方法

地域社会の防災リーダーとして、震災時には救助活動や被災
者ケア、避難所運営に関する専門知識などを持ち活動するほ
か、公的機関と協力しながら災害現場での対応にも当たるな
ど、さまざまな活動を行うことが可能となります。

防災士

現代人の多くが悩みや不満を感じている睡眠に関する
知識や改善策を習得し、正しい睡眠のとり方を的確に
アドバイスできるのがこの資格です。

睡眠改善指導者（大学認定睡眠改善
インストラクター）受験資格

資格
取得方法
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キャンパスが
仙台駅から

仙台会場でのスクーリングの受講や
科目修了試験の受験にとても便利です。

3分徒歩

全国で学ぶ学生 学習サポート

入学説明会

全国で

2,267名が
学んでいます

在籍者の
都道府県別学生数

（2022年11月現在）

北海道（214）

青森（132）

秋田
（79）

東北福祉
大学

山形
（136） 宮城

（697）

福島（194）

茨城
（39）

千葉
（26）

栃木
（29）

群馬
（6）

埼玉（58）

東京
（110）

神奈川
（76）

新潟
（176）

富山
（1）

長野
（12）

山梨
（10）

静岡
（22）

愛知
（7）

岐阜滋
賀

京都
（1）

鳥取

岡山

島根
（3）

広島
（3）

香川（1）愛媛（2）

徳島（1）高知（1）

山口
（1）大分

（1）

鹿児島
（2）

熊本
宮崎
（1）

長
崎
（
1
）

沖縄
（6）

佐
賀
（
1
）

福岡（4）

兵庫
（7）

大
阪
（
10
）

奈
良
（
2
）

和歌山
（1）

三
重
（
1
）

福井
（1）

石
川
（
1
）

岩手
（191）

参加無料

Webで 会場で

入学説明会の会場・日時のご案内はこちらから

学習で行き詰まった時や不安になった時でも安心です。どんなささいな質問でも、親身にお応えします。2 電話・メール・窓口での学習相談

在宅学習で重要な、教科書を読むテクニッ
クやレポートの書き方のコツ、スクーリング
を受講しながらのノートの取り方、試験対
策についてなど、学習に役立つ内容を本
学の教員がわかりやすく説明します。

1 「学びの入門」動画配信

動画メニュー レポートについて

教科書の読み方

学習方法を理解することができる多くの学
習ガイダンス動画を本学通信教育部の
HPより視聴できます。

3 学習ガイダンス

動画メニュー 認定心理士について

精神保健福祉士
国家試験受験資格
について

●学科別・資格別説明
入学希望の学科や取得したい
資格について詳しく知る

●個別相談
職員に直接疑問を質問し、解決

わかりやすい動画で通信教育部での学びを知ろう

主に土日に
開催

職員に直接
質問できる

個別相談
のみの
受付も可

●閲覧コーナー
大学で使用する教材やテキス
トを実際に手に取って見る

入学審査は
「書類選考」
のみ

新入生の方を対象に学習をスムーズに開
始できるよう、卒業までの流れや学習方法
などを丁寧に説明します。

4 入学
オリエンテーション 通信教育

部での学習
の進め方を
理解

学科別・資格別に、教員や職員に
直接疑問を質問して解決

当日の流れ

オンデマンド・スクーリングでの学
習に向けて操作方法を理解できる
コーナーも。

https://www.tfu.ac.jp/tushin/

トップページ上部の『入学をご希望の方へ』をクリック

『入学説明会』をクリック

● 「単位」とは？
● スクーリングとは

● レポートについて
● 入学できる学科

● 学費など

18歳から
82歳までの方が
学んでいます。41歳在籍者の

平均年齢
■年齢・男女別在籍者数（人）

（2022年11月現在の在籍者2,267名の内訳）

70代
（26）
60代
（144）

50代
（498）

40代
（604）

30代
（372）

 女合計
1,586

 男合計
681

16161010

80代
（1） 0011

5252

104104

157157

129129

209209

1919

9292

394394

447447

243243

353353

4141

総計 2,267

20代
（562）

10代
（60）

0　    100   200   300   400   500   600   700700 　600   500   400   300   200   100   　0

男　　女

在籍者職業別割合
■在籍者職業別割合（%）

福祉関連職
従事者
33.4%

主婦・学生・無職
24.4%

看護師ほか
医療関係従事者

6.3%

会社（商店）員
銀行員等

9.2%

パート・アルバイト
9.4%

その他 8.9%

総計
2,267

教員 2.7%

公務員 5.7%
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入学説明会の会場・日時のご案内はこちらから

学習で行き詰まった時や不安になった時でも安心です。どんなささいな質問でも、親身にお応えします。2 電話・メール・窓口での学習相談

在宅学習で重要な、教科書を読むテクニッ
クやレポートの書き方のコツ、スクーリング
を受講しながらのノートの取り方、試験対
策についてなど、学習に役立つ内容を本
学の教員がわかりやすく説明します。

1 「学びの入門」動画配信

動画メニュー レポートについて

教科書の読み方

学習方法を理解することができる多くの学
習ガイダンス動画を本学通信教育部の
HPより視聴できます。

3 学習ガイダンス

動画メニュー 認定心理士について
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国家試験受験資格
について
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質問できる
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教員 2.7%

公務員 5.7%
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124
30

単位

単位

（最長10年在学可能）4年以上修業年限

科目単位

スクーリング単位

62
15

単位

単位

（最長8年在学可能）2年以上修業年限

科目単位

スクーリング単位

高等学校  卒業

大学入学資格検定（大検）合格

高卒程度認定試験  合格

１年次
入学

3年次
編入学

最終学歴 卒業要件入学する学年

94
22

単位

単位

（最長9年在学可能）3年以上修業年限

科目単位

スクーリング単位

大学・短大に
１年以上在学し、30単位以上修得

2年次
編入学

上記のいずれかを満たし、
受講したい科目がある方 科目等履修生

保育士資格所持

幼稚園教諭免許状所持
科目等履修生
（幼保特例講座）

大学・短大 卒業

専門学校 卒業

高等学校専攻科 修了

大学に
2年以上在学し、62単位以上修得

入学する学年

履修科目の
単位修得にて修了

仙台駅東口 キャンパスガイド

1階フロア
こちらからエレベーターや階段で教室
（2～7階）へ移動します。正面に
見えるMini Moriでは様々な展示、
催しを行います。

自習室（3階）
静かな環境で勉強ができ、図書も
自由にご覧いただけます。

学生食堂 「TFU Cafeteria Olive」
地域に開かれたレストランでお昼休みにランチを楽しめます。

キャンパス入口
仙台駅より徒歩 3分。地下東西自由通路出入口1を出てすぐ。

大教室（5階）
大人数が参加する講義を行います。

出願から入学までの流れ

STEP2. 選考

書類選考のみ
書類審査により合否を判定します（筆記・面接なし）。

STEP4. 入学手続き

初年度納入金の納入および「誓約書・保証書・同意書」の提出
納入期限までにコンビニエンスストアで学費等の納入、および誓約書等の提出。
以上をもって入学が確定し、学生証などが届きます。

STEP5. 入学

2022年3月 卒業者アンケートより

学習の頻度１年間の平均学習 レポート作成時間（論述式）

先輩方の学びを知る

週5～7日
18.5%

週3～4日
33.1%

週1～2日
33.8%

月に1～3日
13.8%

無回答
0.8%

20時間以上
30時間未満
18.5%10時間以上

20時間未満
33.8%

5時間以上
10時間未満
20.0%

5時間未満
10.8%

30時間以上
16.9%

STEP1. 出願

4月入学

10月入学

2023年1月10日～  4月10日

2023年  7月1日～10月10日

① 出願書類の作成
 募集要項を確認し出願に必要な書類を準備
② 入学選考料の納入
 本学所定の払込用紙を使用し、
 郵便局にて納入
③ 出願書類の提出
 出願に必要な書類一式を書留で郵送

STEP 3. 選考結果の通知

出願から1～3週間程度で
選考結果を通知

大学から合格者への発送物
① 合格通知書
② 誓約書・保証書・同意書
③ 補助教材等
④ 初年度納入金の納入依頼書

●レポート提出

●会場スクーリング受講

●オンデマンド・スクーリング受講

●科目修了試験の受験

●単位修得

約 23本
（1カ月に約 2本提出）

約 7科目

約 6科目

約 3科目

約 30単位

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・・・・・・・・
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2年以上在学し、62単位以上修得
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単位修得にて修了

仙台駅東口 キャンパスガイド

1階フロア
こちらからエレベーターや階段で教室
（2～7階）へ移動します。正面に
見えるMini Moriでは様々な展示、
催しを行います。

自習室（3階）
静かな環境で勉強ができ、図書も
自由にご覧いただけます。

学生食堂 「TFU Cafeteria Olive」
地域に開かれたレストランでお昼休みにランチを楽しめます。

キャンパス入口
仙台駅より徒歩 3分。地下東西自由通路出入口1を出てすぐ。

大教室（5階）
大人数が参加する講義を行います。

出願から入学までの流れ

STEP2. 選考

書類選考のみ
書類審査により合否を判定します（筆記・面接なし）。

STEP4. 入学手続き

初年度納入金の納入および「誓約書・保証書・同意書」の提出
納入期限までにコンビニエンスストアで学費等の納入、および誓約書等の提出。
以上をもって入学が確定し、学生証などが届きます。

STEP5. 入学

2022年3月 卒業者アンケートより
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先輩方の学びを知る
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18.5%
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① 出願書類の作成
 募集要項を確認し出願に必要な書類を準備
② 入学選考料の納入
 本学所定の払込用紙を使用し、
 郵便局にて納入
③ 出願書類の提出
 出願に必要な書類一式を書留で郵送

STEP 3. 選考結果の通知

出願から1～3週間程度で
選考結果を通知

大学から合格者への発送物
① 合格通知書
② 誓約書・保証書・同意書
③ 補助教材等
④ 初年度納入金の納入依頼書

●レポート提出

●会場スクーリング受講

●オンデマンド・スクーリング受講

●科目修了試験の受験

●単位修得

約 23本
（1カ月に約 2本提出）

約 7科目

約 6科目

約 3科目

約 30単位
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入学から卒業までの流れ

STEP1. 履修登録

合格通知時に同封している「履修希望科目登録用紙」を大
学に提出します。大学にて受付後10日程度で、履修登録
した科目の教科書が到着します。

STEP2. 学習計画を立てる

科目ごとに単位修得のための学習の方法が異なります
（P. 13参照）。どの科目をどの学習方法で進めていくか、
学習計画を立てましょう。

STEP 3. 学習を進める

● レポートの解答・提出
● スクーリングの申込・受講
● 科目修了試験の申込・受験

STEP4. 卒業試験／卒業研究

卒業のためには卒業試験または卒業研究のいずれかに合格
が必要です。多くの方は卒業試験を経て卒業しています。
卒業研究は4年次以降に1年間かけて実施し、大学院進学
を目指している方は卒業研究に取り組むことをおすすめ
しています。

STEP5. 卒業

学士の学位取得

単語の説明

その他大学でよく聞く単語

卒業に必要な
単位を修得

● 履修
大学で決められた科目を学び、その
科目の単位を得ることを履修という。

● 履修登録
学びたい科目を大学に申告し登録す
ること。

● 単位
45時間分の学修で 1単位としており、
これは、スクーリングの受講やレポー
トの作成時間、試験など様々な勉強
時間を合わせての時間。

● カリキュラム
学生に身に付けて欲しい知
識・能力をどのように得て
いくのかを大学・学部・学
科が示したもの。

● 一般教養
広く人間として、社会人と
してだれにでも共通して持
つべき知識や技術。

● 参考文献
レポートの作成や調査・研究の参
考とする書物や文書のこと。
自分の考えだけではなく、先行研
究や考えなど様々な資料や情報を
もとに作成することで、より中身
の濃いレポートが出来上がる。

● 引用
レポートや論文の作成の中で、文
献の文言をそのままのかたちで利
用すること。

● オンデマンド・スクーリング
インターネットを利用して
講義動画を視聴するもの。
本学では、専用のWeb学習
支援システム「TFUオンデマ
ンド」にログインし、講義を
受講する。

● 科目単位
履修登録した科目について一定以上の
成績を修めると（試験やレポート等に
合格すると）付与される単位。
科目ごとに付与される単位数は異な
る（本学通信教育部では1～4単位の科目
があり、卒業研究のみ 8単位）。

通信教育部での学習方法

レポート合格
+

スクーリング試験合格

会場スクーリングでは、
科目ごとに2～3日間の
集中講義を受講。
オンデマンド・スクーリング
では、受講期間内（約3週間）いつでも受講可能。

スクーリング受講

講義の最終コマに実施。
合格率は約98％と高水準。

スクーリング試験

スクーリング受講 と レポート提出
の順序は、どちらが先でもOK。
（一部条件のある科目を除く）

履修方法

科目によって単位の修得方法（＝履修方法）が異なります。
4つの履修方法：　　　　　   （R＝レポート、S＝スクーリング）

重 要
R SR Ror

SRS

R

単位修得

教科書などで学習・予習

● 4単位科目の場合は4課題
● 2単位科目の場合は2課題

レポート提出・添削指導

科目修了試験
単位認定試験の
ことです。
合格率は約80％。

レポート合格
+

科目修了試験合格

SR RorSR

自分の都合に
合わせて
　   または　    を
自由に

選択できます

R SR

スクーリング試験合格

S

例えば「福祉心理学」（2単位）という科目の単位を修得するためには??
〔科目内容〕現代の日本社会において急増する「心」の問題を考え、人々の生活の質（QOL）の向上と幸せの追求を援助するための方法を学ぶ。

「福祉心理学」の履修方法は　　　　　※各科目の履修方法は『募集要項』p.28 ～「授業科目一覧」に記載

自分の都合に合わせて、  　　  の方法で単位修得を目指すか、  　　  の方法で単位修得を目指すか選択可能

RorSR

R SR

R

SR

で単位修得を目指す場合

で単位修得を目指す場合

2課題のレポートに
合格する

科目修了試験に合格

スクーリング受講
＋

スクーリング試験合格

2単位修得

2単位修得
＋

スクーリング単位1単位修得

①客観式レポート
＋

②論述式レポート
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入学から卒業までの流れ
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スクーリング試験合格

S

例えば「福祉心理学」（2単位）という科目の単位を修得するためには??
〔科目内容〕現代の日本社会において急増する「心」の問題を考え、人々の生活の質（QOL）の向上と幸せの追求を援助するための方法を学ぶ。

「福祉心理学」の履修方法は　　　　　※各科目の履修方法は『募集要項』p.28 ～「授業科目一覧」に記載

自分の都合に合わせて、  　　  の方法で単位修得を目指すか、  　　  の方法で単位修得を目指すか選択可能

RorSR

R SR

R

SR

で単位修得を目指す場合

で単位修得を目指す場合

2課題のレポートに
合格する

科目修了試験に合格

スクーリング受講
＋

スクーリング試験合格

2単位修得

2単位修得
＋

スクーリング単位1単位修得

①客観式レポート
＋

②論述式レポート
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科目修了試験とは単位認定試験のことです。

科目修了試験

一部科目では、会場受験にプラスして、オンデマンドを利用して自宅で受験
できるWeb 科目修了試験も実施しています。

QQ AA

【Q&A】
科目修了試験を受験するのに、
費用はかかりますか？ 受験費用はかかりません。

QQ AA科目修了試験は、教科書やノート
などの持込みはできますか？ 基本的には持込みはできません（一部の科目では可能）。

QQ AA受験した科目修了試験の結果は、
すぐにわかりますか？

約1ヶ月程度で、スマートフォンやパソコンを使いWeb上で確認す
ることができます。

QQ AA科目修了試験は、
毎回違う問題ですか？

ほとんどの科目が、毎回試験問題が異なります。しかし、試験問題
冊子は持ち帰ることができるので、何度か受験すると問題の傾向が
わかり、試験対策も立てやすくなります。

受験の流れ

ハガキで受験申込

受　験

合　格

●  年間6回、土日に開催
●  1回に4科目まで
　受験可能
●  合格率は約80％
●  全国25都市で開催
●  問題冊子は持ち帰り可

特 徴

レポート学習

【Q&A】

QQ AA論述式レポートの文字数は、
どのくらいですか？

2,000字程度（1,000～3,600字）としています（一部の科目を除く）。
論題は補助教材として送付される『レポート課題集』に記載してあり
ます。

QQ AAレポートの提出期限は、
決まっていますか？

多くの科目で提出期限を定めておりません。
※演習や実習、その他一部の科目において、履修や受講の条件となっている際には、
期限が定められている場合があります。

QQ AAレポートの提出方法を
教えてください。

論述式レポートの解答は、専用の台紙に貼付けて郵送します。この
際の送料は往復で30円（片道15円）です。
客観式レポートは、Web上で解答します。

● 論述式レポート
　 レポート課題に沿って、教科書を読み、論述（2,000字程度）で解答します。

● 客観式レポート
　 Web上で、○×形式・穴埋め式・選択式問題に解答します。

「論述式レポート」と「客観式レポート」があります。

合　格

Web上で解答
合格するまで何度でも解答可。

客観式レポート

Web客観式レポート

レポートの作成

添削指導

論述式レポート

郵送で提出

専用の台紙に
貼付けて提出。

受験科目のレポート提出
申込締切日までに論述式レポートの提出・

客観式レポートの合格が必須。
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科目修了試験とは単位認定試験のことです。

科目修了試験

一部科目では、会場受験にプラスして、オンデマンドを利用して自宅で受験
できるWeb 科目修了試験も実施しています。

QQ AA

【Q&A】
科目修了試験を受験するのに、
費用はかかりますか？ 受験費用はかかりません。

QQ AA科目修了試験は、教科書やノート
などの持込みはできますか？ 基本的には持込みはできません（一部の科目では可能）。

QQ AA受験した科目修了試験の結果は、
すぐにわかりますか？

約1ヶ月程度で、スマートフォンやパソコンを使いWeb上で確認す
ることができます。

QQ AA科目修了試験は、
毎回違う問題ですか？

ほとんどの科目が、毎回試験問題が異なります。しかし、試験問題
冊子は持ち帰ることができるので、何度か受験すると問題の傾向が
わかり、試験対策も立てやすくなります。

受験の流れ

ハガキで受験申込

受　験

合　格

●  年間6回、土日に開催
●  1回に4科目まで
　受験可能
●  合格率は約80％
●  全国25都市で開催
●  問題冊子は持ち帰り可

特 徴

レポート学習

【Q&A】

QQ AA論述式レポートの文字数は、
どのくらいですか？

2,000字程度（1,000～3,600字）としています（一部の科目を除く）。
論題は補助教材として送付される『レポート課題集』に記載してあり
ます。

QQ AAレポートの提出期限は、
決まっていますか？

多くの科目で提出期限を定めておりません。
※演習や実習、その他一部の科目において、履修や受講の条件となっている際には、
期限が定められている場合があります。

QQ AAレポートの提出方法を
教えてください。

論述式レポートの解答は、専用の台紙に貼付けて郵送します。この
際の送料は往復で30円（片道15円）です。
客観式レポートは、Web上で解答します。

● 論述式レポート
　 レポート課題に沿って、教科書を読み、論述（2,000字程度）で解答します。

● 客観式レポート
　 Web上で、○×形式・穴埋め式・選択式問題に解答します。

「論述式レポート」と「客観式レポート」があります。

合　格

Web上で解答
合格するまで何度でも解答可。

客観式レポート

Web客観式レポート

レポートの作成

添削指導

論述式レポート

郵送で提出

専用の台紙に
貼付けて提出。

受験科目のレポート提出
申込締切日までに論述式レポートの提出・

客観式レポートの合格が必須。
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専用のWeb学習支援システムを利用して
自宅等で学習を進めることができます。

オンデマンド学習

QQ AA

【Q&A】
オンデマンド・スクーリングの
受講にはまとまった時間が
必要ですか？

科目により異なりますが、１コマ90分の講義動画を2～3つに分ける
などして配信しています。
また、動画の途中であっても自由に中断できるので、まとまった時間
が確保できない場合でも学習を進められます。　
※オンデマンド・スクーリングの雰囲気を味わっていただくために東北福祉
大学通信教育部ホームページ（https://www.tfu.ac.jp/tushin/）やYouTube で
サンプルを配信しております。

オンデマンド・スクーリング受講の流れ

スクーリング試験

合格

受講科目の申込み

学習開始
講義動画の視聴

確認テストの解答
約3週間の
受講期間

【入学にあたり必須】 パソコン・インターネット環境　
【オンデマンド・スクーリング受講にあたり必須】 Microsoft  Word

※一部の科目では
　Webカメラ・マイクをご用意
　いただく場合があります。

パソコン・スマートフォン・タブレットで出来ること

スクーリングの申込み

オンデマンド・スクーリングの受講

Web客観式レポートの解答

Web科目修了試験の受験

Web履修状況票の閲覧

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

パソコン スマートフォン・タブレット

受講期間内であれば
24時間いつでも視聴可能

1
point

自宅で
単位修得が可能

2
point

充実した
80科目以上の開講
（2022年度実績）

3
point

在籍中
利用できる専用の
メールアドレスを付与

4
point

Web履修状況票でいつでも自分
の成績・学習状況が確認可能5

point

本学通信教育部のオンデマンド学習の特徴

講義画面

QQ AA

【Q&A】
スクーリング受講料は
どのように支払いますか？

スクーリングを申込むと郵送で届く「スクーリング受講料納入依頼書」
にて、コンビニエンスストアより納入してください。

QQ AAスクーリング試験は
どのような内容が問われますか？

論述式問題の科目が多く、問われている内容に対して理解したこと
を、自身の見解を含めて解答します。また、選択式、穴埋め式の
問題を出題する科目もあります。

QQ AAスクーリングは1年間にどのくらい
受講すれば良いですか？

最短の修業年限で卒業するためには、1年間あたり8単位分の受講
が必要です。会場スクーリングの場合、約16日間（1科目あたり2
～3日間）の受講が必要です。オンデマンド・スクーリングを受講し
た分は、会場スクーリングに行く日数を減らすことができます。

会場スクーリング又はオンデマンド・スクーリングを受講し単位修得した際に付与されます。卒業するためには、スクー
リング単位を一定以上修得（P.10参照）する必要があります。

スクーリング単位 ※詳細は『募集要項』参照

● 各科目毎に設定された2～3日間、全ての出席が必要とな
ります。

● 仙台をはじめ、札幌・盛岡・東京・新潟でも開講します。

1日目  10:30 ～ 17:40
2日目    9:10 ～ 16:20

2日間の科目
1日目  10:30 ～ 17:40
2日目    8:50 ～ 17:40
3日目    8:50 ～ 14:20

3日間の科目

会場スクーリング（仙台）時間割例

最終日の最終時間にスクーリング試験を受験します。

スクーリング

会場スクーリング受講の流れ

● 会場スクーリング
　 講義を会場で受講するものです。
　 1 科目あたり2～3日間の集中講義で開講しています（科目によって異なります）。

● オンデマンド・スクーリング
　 ご自宅等のパソコンで、講義の動画を見て受講するものです。受講期間内（約3週間）であれば、24時
間繰り返し視聴することができます（詳細はP. 17参照）。

「会場スクーリング」と「オンデマンド・スクーリング」
があります。

郵送またはWeb上で受講申込

スクーリング受講

スクーリング試験の受験

合格
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専用のWeb学習支援システムを利用して
自宅等で学習を進めることができます。

オンデマンド学習

QQ AA

【Q&A】
オンデマンド・スクーリングの
受講にはまとまった時間が
必要ですか？

科目により異なりますが、１コマ90分の講義動画を2～3つに分ける
などして配信しています。
また、動画の途中であっても自由に中断できるので、まとまった時間
が確保できない場合でも学習を進められます。　
※オンデマンド・スクーリングの雰囲気を味わっていただくために東北福祉
大学通信教育部ホームページ（https://www.tfu.ac.jp/tushin/）やYouTube で
サンプルを配信しております。

オンデマンド・スクーリング受講の流れ

スクーリング試験

合格

受講科目の申込み

学習開始
講義動画の視聴

確認テストの解答
約3週間の
受講期間

【入学にあたり必須】 パソコン・インターネット環境　
【オンデマンド・スクーリング受講にあたり必須】 Microsoft  Word

※一部の科目では
　Webカメラ・マイクをご用意
　いただく場合があります。

パソコン・スマートフォン・タブレットで出来ること

スクーリングの申込み

オンデマンド・スクーリングの受講

Web客観式レポートの解答

Web科目修了試験の受験

Web履修状況票の閲覧

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

パソコン スマートフォン・タブレット

受講期間内であれば
24時間いつでも視聴可能

1
point

自宅で
単位修得が可能

2
point

充実した
80科目以上の開講
（2022年度実績）

3
point

在籍中
利用できる専用の
メールアドレスを付与

4
point

Web履修状況票でいつでも自分
の成績・学習状況が確認可能5

point

本学通信教育部のオンデマンド学習の特徴

講義画面

QQ AA

【Q&A】
スクーリング受講料は
どのように支払いますか？

スクーリングを申込むと郵送で届く「スクーリング受講料納入依頼書」
にて、コンビニエンスストアより納入してください。

QQ AAスクーリング試験は
どのような内容が問われますか？

論述式問題の科目が多く、問われている内容に対して理解したこと
を、自身の見解を含めて解答します。また、選択式、穴埋め式の
問題を出題する科目もあります。

QQ AAスクーリングは1年間にどのくらい
受講すれば良いですか？

最短の修業年限で卒業するためには、1年間あたり8単位分の受講
が必要です。会場スクーリングの場合、約16日間（1科目あたり2
～3日間）の受講が必要です。オンデマンド・スクーリングを受講し
た分は、会場スクーリングに行く日数を減らすことができます。

会場スクーリング又はオンデマンド・スクーリングを受講し単位修得した際に付与されます。卒業するためには、スクー
リング単位を一定以上修得（P.10参照）する必要があります。

スクーリング単位 ※詳細は『募集要項』参照

● 各科目毎に設定された2～3日間、全ての出席が必要とな
ります。

● 仙台をはじめ、札幌・盛岡・東京・新潟でも開講します。

1日目  10:30 ～ 17:40
2日目    9:10 ～ 16:20

2日間の科目
1日目  10:30 ～ 17:40
2日目    8:50 ～ 17:40
3日目    8:50 ～ 14:20

3日間の科目

会場スクーリング（仙台）時間割例

最終日の最終時間にスクーリング試験を受験します。

スクーリング

会場スクーリング受講の流れ

● 会場スクーリング
　 講義を会場で受講するものです。
　 1 科目あたり2～3日間の集中講義で開講しています（科目によって異なります）。

● オンデマンド・スクーリング
　 ご自宅等のパソコンで、講義の動画を見て受講するものです。受講期間内（約3週間）であれば、24時
間繰り返し視聴することができます（詳細はP. 17参照）。

「会場スクーリング」と「オンデマンド・スクーリング」
があります。

郵送またはWeb上で受講申込

スクーリング受講

スクーリング試験の受験

合格
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社会福祉学科

社会福祉学を中心に、幅広い専門
領域の教授陣による多様な学問か
ら「福祉」にアプローチ。

資格取得でキャリアアップ。資格
を取得した多くの卒業生が、全国
の福祉・医療分野で活躍しています。

支援が必要な方や地域の課題を理
解し、適切な相談支援と地域づく
りをするために、実践できる能力
を身に付けます。

⽇常のさまざまな疑問を福祉の観点から解決。仕事や生活の場でいかせる学びを。特徴

福祉の理論を学ぶ
資格取得に向けた充実した
指導体制

福祉の実践力を養う
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　近年、わが国では高齢者人口の増加、
家族の小規模化と単身世帯の増加、経済
の低迷、ICTやAI技術の発展など、私た
ちの日常生活を取り巻く環境が大きく変
化してきています。それらの影響を大きく
受けて、社会そのものが大きく変動し、私
たちの暮らしの基盤に直接的な影響を及
ぼしています。そのようなことから、一人
ひとりの人生の目標や生き方にもさまざま
な影響を及ぼし、人びとが共に暮らす社
会として、多様な価値観や考えを包摂し
た地域づくりが模索されています。さらに、
世界に目を転じれば、地域間の紛争や戦
争が絶えず、平和を希求することの意味
が改めて問われる時代となっています。
　このような時代状況、社会状況のなか
で、社会福祉を学び、実践し、それを実
現していくということは、その時代と社
会で生きる人びとの「しあわせ」に直接か
かわる取り組みそのものであります。「何
故、私はこの世に生を受けたのか」という
哲学的とも思える問いへの答えの一つは、
「しあわせ」になるためであると思います。
そして、一人ひとりのしあわせは、個人
の問題ではなく、他者とのかかわりの問
題であり、社会全体のしあわせの問題に
つながります。そこに、社会福祉をめざ
すことの根源的な意味があると考えます。
社会福祉を学ぶことは、その実現に向け
て実践することであり、ともに生きる一
人ひとりの「生」に向き合い、しあわせを
実現できる社会をつくることであります。

学科長からのメッセージ

田中 尚
Tanaka Hisashi

社会福祉学科
学科長

研究分野●社会学、社会福祉学、精神保健福祉、
ソーシャルワーク
担当科目●ソーシャルワーク演習、精神保健福祉
演習・実習・実習指導

社会福祉士国家試験受験資格
精神保健福祉士国家試験受験資格

社会福祉主事
児童指導員
知的障害者福祉司
防災士
睡眠改善指導者（大学認定睡眠改善インストラクター）受験資格

国家資格

任用資格・その他の資格

取得できる資格

社会保障社会福祉

障害のある人々のための制
度ってどんなものがあるん
だろう？私たちにできるこ
とってなんだろう？

地域

家族

年⾦って本当にもらえるの？
どのくらい？私たちが申請す
れば受けられる保障ってどん
なものがあるの？

私たちが住む地域では、ど
んな人が、どんな福祉の
サービスを提供しているん
だろう？

⺟⼦・⽗⼦家庭、⽼々介護、
様々な家族の形がある日本
で、どんな⽀える制度があ
るのだろう？

介護

精神保健

介護を受ける人の気持ちに
ついて考えてみたい。介護
現場での仕事を具体的に知
りたい。

こころの病を抱えた人々が
スムーズな日常生活を送る
ためにはどんなサポートが
できるんだろう？

社会福祉学科の学び
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介護の現場から福祉の現場に

　現在、医療相談員として病院で勤務しています。相
談員になる前は、病院で介護福祉士として患者のケア
に携わってきました。日々患者からの声を直接耳にす
る機会が多く、介護の専門職としてだけでなく、福祉
の専門職として、社会資源や制度を活用し、高齢者や
障害者等に対しより広い視点で関わるスキルを学ぶた
めに、社会福祉士を目指し、仕事をしながらも学べる、
通信教育部に入学を決めました。

社会福祉学科  卒業生からのメッセージ

コロナウイルス感染症拡大によって
変化した学習プラン

　大学に入学し、東京や仙台、新潟等での会場スクー
リングやオンデマンド・スクーリングによる学習計画
を立て、これからという時期に、コロナウイルス感
染症が拡大し、会場スクーリングが中止になりまし
た。全てをオンデマンド・スクーリングで受講するこ
とで時間を有効活用でき、仕事以外に家族との時間や
趣味の時間などワーク・ライフ・バランスを保つこと
ができました。またインターネット環境があれば、自
宅の他職場でも講義を視聴出来ました。その反面、会
場スクーリングにて、講師の先生方や同じ志をもった
職場環境が異なる学生の方々との意見交換や交流によ
る、共有や共感などが出来なかったことが残念でした。
また、外出禁止などの行動制限により、図書館などの
公共施設が使用できず、レポート作成には不便を感じ、
改めて恵まれた環境の中で生活していた事を実感しま
した。会場スクーリングが再開し、グループワークな
どから、人との繋がりの大切さを改めて認識しました。

実習を体験して

　介護老人福祉施設で実習を行いました。約 1カ月の
実習は、自分が勤務する職場以外の職場環境や職員連
携等を知る機会になり、また、介護保険や福祉サービ
スなどの制度を学べ、とても大きな財産になりました。
また、実際に家族面接や入所前の判定会議、担当者会
議などに出席し、実習生としての視点と普段の職務で
ある相談員としての視点、両方の視点から学ぶ事が出
来ました。実習中は多くの利用者と日々関わりコミュ
ニケーションを図ることで、アセスメントやモニタリ
ング、プランニングなど経験し、今後のソーシャルワー
ク実践に活かしていきたいと感じました。

大学での学びを終えて

　40 歳を過ぎてからのチャレンジ。卒業までに 3年間
掛かりました。在学中は先生方や大学の職員、実習先
の職員、スクーリングで一緒に学んだ学生の方々、職
場の職員、家族など多くの方々の支えがあり、仕事と
学業を両立し無事に卒業する事が出来ました。今後も
制度の改定や ICT 化など介護、医療の現場は様々な
変化があり、変化への対応力や適応力が必要で。その
変化に対応する為に、多職種や他機関との連携が重要
であり、関係する人との繋がりが最も大切と考えます。
相談者がより良い生活を実現できるようにサポート出
来るソーシャルワーカーを目指し、日々努力していき
たいです。

長部 祥明さん

東京都 
年代：40歳代（取材時）

卒業：2022年 9月
職業：医療療養型病院
　　　（医療相談員）

医療相談員

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

月

火

水

木

金

土

日

一週間のスケジュール

家族との時間学習仕事 余暇

3年次編入学  10月生
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

レポート

卒業
スクーリング

科目修了試験

実習

国家試験の学習 合格

卒業年度の学習状況

3年次編入学  10月生

　入学前、私は医療事務として精神科病院で働いていまし
た。精神科特有の医療制度等に触れる中で、精神保健福祉
士という存在と役割を知り、徐々に興味が湧きました。本
学で学び、卒業した先輩方が職場にいたことや、上司の後
押しもあり、入学に至りました。
　入学後、専門的な言葉や物事に制度、そして自分の視野
の狭さに四苦八苦しながら勉学に励みました。2年半とい
う期間の中で多くのことを学ばせていただき、自身の成長
にもつながりました。医療事務として働いていた同じ医療
機関で、現在は精神保健福祉士として働いています。卒業
後の今でも毎日が勉強です。まだまだスタートラインに
立ったばかりで目まぐるしい日々ですが、これからも地域
精神医療の一端として励みたいと思います。

　在学中は、会場スクーリングを中心に受講していたため、
感染症真っ只中の卒業年度は、仕事の傍ら、オンデマンド・
スクーリングやレポートの作成時間を上手く捻出する事が
難しくなりました。その中で、実習中週一回の実習指導時
は、同じ志を持つ仲間と情報交換できたことがとても励み
になりました。
　また、卒業試験や実習指導の講義を終えるまでは、本格
的に国家試験勉強に手をつけられませんでした。ですが、
講義やレポート作成等、日々学び、調べていたことが自然
と身についていたのだと後から感じました。最終的に、日々
の勉学や試験には 1人で向き合わなければならないですが、
職場の先輩や同じ学生、東北福祉大学の先生方など、相談
できる方々がいたことが心強かったと感じます。

精神保健福祉士

中西 友里子さん

山形県 
年代：30歳代（取材時）
卒業：2021年 3月
職業：精神科病院勤務  精神保健福祉士

同じ志を持つ仲間・相談できる方々の存在

精神科特有の医療制度等に触れ、

この資格に興味を持ちました
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社会福祉士
資格登録者数

271,140人
（令和4年10月末現在）

　社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」という法律の制定に基づ
き1987年に誕生した、社会福祉実践者等の国家資格であり、日本における
ソーシャルワーカーです。専門的な知識・技術を用いて⽀援を必要としてい
る人たちの生活課題（福祉課題）の解決に携わる専門家です。活躍の場は多
岐にわたり多様な領域で⽀援を行っています。
　複雑・多様化する今日において、従来の分野だけではなく、教育、司法、労働・
産業分野等の領域へとその実践活動範囲が拡大されています。

カリキュラム改正について

社会福祉士国家試験受験資格に関する法改正の
ため、令和3年度から社会福祉士養成課程の新
しいカリキュラム（教育内容）が始まっています。

高齢者、児童、障害者施設の相談員

病院（MSW）

福祉に関する事務所、児童相談所

社会福祉協議会、地域包括⽀援セン
ター、独立型社会福祉士事務所

刑務所、保護観察所、法律事務所

スクールソーシャルワーカー
ほか

❶子ども

❷高齢者

❸障がい者

❹  貧困・病気・就労・被災・更生
などの問題をかかえている方

❺  日常生活の中で困難をかかえて
いる方

❻家族などご本人のまわりの方

❼  成年後見を必要とする方

日常生活の中で、困っている人たち
の支援を行ないます

社会福祉士が支援する人たち

福祉施設

医療機関

行政機関

相談機関等

司法関係施設

教育機関

社会福祉士の活躍の場社会福祉士に求められる役割

❶  必要な支援を包括的に提供して
いくためのコーディネーターと
しての役割

❷  地域アセスメントや関係者との
連絡調整を行う役割

❸  多様な分野においてソーシャル
ワーク機能を発揮していく役割

国家試験受験資格取得の要件

大学で社会福祉士の国家試験受験資格を取得するためには、指定科
目を単位修得（履修）して、卒業することが要件となります。また、
国家試験は、最短で在籍中の卒業年度に卒業見込みで受験すること
ができますが、受験年度に指定科目の単位修得および卒業要件を満
たすことが、合格が認められる条件となります。

● 1年次入学
実習受講者：92 万 3 千円〜
実習免除者：78 万 9 千円〜
卒業までの最短年数　実習受講者・免除者とも：4 年

● 3年次編入学
実習受講者：55 万 8 千円〜
実習免除者：42 万 4 千円〜
卒業までの最短年数　実習受講者・免除者とも：2 年

学費の目安（卒業までの総費用）

全ての人々が地域、暮らし、生きが
いを共に創り、高め合うことができ
る「地域共生社会」の実現を目指す。
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❶ソーシャルワーク演習・ソーシャルワーク実習指導（履修方法 ：仙台・札幌・東京・新潟等で開講予定）

❷ソーシャルワーク実習

種別の異なる実習先で 3年次・4年次に実習を行います。
※「ソーシャルワーク実習Ⅰ」（3 年次） 11月頃〜 2月頃の中で 8日間以上かつ 60時間以上
　 「ソーシャルワーク実習Ⅱ」（4 年次） 6月頃〜 10月頃の中で 23日間以上かつ 180時間以上

演習・実習指導・実習

実習は、それまでの学びの集大成です。価値、知識、技術が「現場」
でどのように「実践」されているかを体験的に理解し、実践もしま
す。したがって実習を行う前に、学習は一定の水準に達していな
くてはなりません。事前学習も、現場での実習もたいへんですが、
実習からの学びは、それに見合って大きいものになるはずです。 三浦 剛

社会福祉学科 
教授

「実習」で学ぶこと

「演習」スクーリングでは
社会福祉専門職として、専門的知識や技術を専門的な価値や倫理に基づいてどのように展開
するのかを、グループワークやロールプレイなど実践的な方法を通して少人数グループで学
びます。自らの知識と五感をフルに活用して、自分自身の⽀援者としての在り方や自己覚知
などへの気づきも大切にしています。利用者主体の⽀援や権利擁護などミクロから地域づく
りなどメゾ、マクロの視点から相談援助技術を修得します。 竹之内 章代

社会福祉学科 准教授

※社会福祉士国家試験受験資格取得に関する詳細は、『募集要項』を参照ください。

各年次の中心となる学習

演習・実習指導スクーリング・実習Ⅱ・国家試験対策4年次

実習選考試験・演習・実習指導スクーリング・実習Ⅰ3年次

演習スクーリング・体験学習（3年次編入学者は3年次に実施）2年次

共通基礎科目・指定科目の単位修得1年次

実習免除

入学前に、法令で定められた施設種別・職種で、1年以上の相談援助の実務経験を有している方は実
習免除の申請が可能となります。

養成校等の精神保健福祉士・介護福祉士養成課程において実習を履修している場合は、申請により
240時間のうち60時間を上限として実習が免除になります。
※実務経験3年を受験要件として、介護福祉士国家試験に合格した者は60時間免除には該当しません。

全免除

60時間免除
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　精神保健福祉領域における課題は、心
に変調をきたした方への治療や支援にと
どまらず、予防や健康の維持増進まで求
められています。
　そのため、精神保健福祉対象領域は医
療機関や福祉事業所のみならず、生活全
般に拡大され、企業内でのメンタルヘル
スの維持も対象とされています。そして、
その一端を担うことが精神保健福祉士に
求められています。
　入学後は、精神保健福祉領域に限定せ
ず、幅広く心理学や社会学、地域と臨床
など隣接する学問領域や連関する領域を
俯瞰的に学ぶ姿勢を意識してください。
　社会という臨床の場に立つ皆さんと
だからこその学びを深めていただきた
いと願っています。

三城 大介
社会福祉学科 教授

今、求められている
人材とは

精神保健福祉士
精神障害者の社会復帰などを
援助するソーシャルワーカー

精神保健福祉士の魅力
　精神保健福祉士が対象とするメンタルヘルスの課題は、自殺
やひきこもり、発達障害、ヤングケアラー、セルフネグレクト
（支援を求めない者）など、対象や課題が多様化・複雑化してい
ます。それらの課題によって生活に困難をきたした方々に対し、
多職種・多機関と連携・協働しながら課題の解決を図るところ
に、精神保健福祉士の専門性があります。
　また、支援者自身の成長とともに、生活のしづらさを抱える
方々に寄り添い、人生をより良くしていくためにかかわってい
くところに、その魅力があると言えます。

国家試験受験資格取得の要件

　大学で精神保健福祉士の国家試験受験資格を取得するためには、
指定科目を単位修得（履修）して、卒業することが要件となります。
　また、国家試験は、最短で在籍中の卒業年度に卒業見込で受験す
ることができますが、受験年度に指定科目の単位修得および卒業要
件を満たすことが、合格が認められる条件です。
※入学前に指定施設で 1 年以上の相談援助の実務経験がある方は、実習免除の申請が可能
です（詳細は、『募集要項』参照）。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

　厚生労働省の統計情報によると、精神疾患を有する患者
の数は、約420万人と近年増加傾向にあり（H29 患者調査）、
私たちにとって身近な疾患となっています。
　こうした中、平成 29 年２月には「これからの精神保健医
療福祉のあり方に関する検討会」報告書において、精神障害
の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心し
て自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福
祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育
が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケア
システム」の構築を目指すことが新たな理念として明確にな
り、精神保健福祉士も地域づくりの一端を担う人材として期
待されています。

資格登録者数

98,956人
（令和4年10月末現在）

精神科病院、精神科診療所など
（医療相談室などで主治医や看護師、臨床心理士などとの連携・調整）

障害福祉サービス事業所など
（日常生活訓練・就労⽀援など）

保護観察所など
（社会復帰調整官・保護観察官）

スクールソーシャルワーカーなど
（学校や家庭、児童相談所、行政機関などとの連携・調整）

従業員のメンタルヘルス⽀援部署など
（相談や予防などのサポート）

精神保健福祉士の活躍の場

医 療 機 関

地域の施設

司 法 施 設

教 育 機 関

企 業

：

：

：

：

：
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学びを通して、どのような力を身につけてほしいか

「福祉マインド」

相手を受容し、思いやり、困っている状況を改善しようと願う心＝「福祉マインド」を持つことが大切です。そのため
に、在籍中は、「相手の考える幸福とは何か」、「どのような精神保健福祉士になりたいのか」を考え続け、自分が感じ
たことを「言葉」と「文字」に置き換えながら、相手に通じるために努力し、工夫することを求めます。

～本学が精神保健福祉士をめざす学生に求める資質

　演習・実習指導では、将来精神保健福祉士として様々なフィールドにおいて、クライエン
トとその家族に寄り添いながら⽀援に携わり、専門職として自身も成長し続けるための基礎
となる、「いかにより良く学ぶか」という「学びの所作」を身に付けていただきます。
　また、演習・実習指導は、臨床現場の関係者ならびに実習指導者から、より深く充実した
学びを得るための準備段階に位置付けられます。そのため、個々人それぞれが、主体的・積
極的に「学びの実践」に取り組まれることを希望いたします。

本学独自の国家試験対策講義

受験勉強は、孤独になりがち。本学精神保健福祉士養
成課程では、オンラインによる同時双方向＋動画配信
での対策講義で、学生・教職員一丸となって合格を目
指しています。

● 1年次入学
実習受講者：91万円、実習免除者：77万 9千円
卒業までの最短年数　実習受講者・免除者とも：4 年

● 3年次編入学
実習受講者：64万 5千円、実習免除者：41万 4千円
卒業までの最短年数　実習受講者：3年、実習免除者：2年
※詳細は、『募集要項』参照。

小野 芳秀
社会福祉学科 講師

❶精神障害者の権利を擁護する代弁者として、
❷精神障害者と地域との間を取り持つ調整者として、
❸精神障害者の生活環境に働きかける伴走者として、

学費の目安（卒業までの総費用）

演習・実習指導・実習

各年次の中心となる学習
※実習受講を希望する方は、イン
ターネット配信による「精神保健
福祉士実習ガイダンス」を受講し、
ガイダンスの内容にご納得いただ
いた上で、出願書類をご提出いた
だく必要があります。また、「精
神保健福祉実習Ⅰ」受講前年度に
実習選考試験を実施します。その
ため、希望者全員が実習を受講で
きるわけではありません。

❶精神保健福祉演習・精神保健福祉実習指導
　（履修方法 ・仙台会場のみ）

❷精神保健福祉実習
　（受講定員 40名程度）

専門的価値を基盤にした「かかわり」や、具体的事例を
通じて理論や概念を実践に適用する意義を学びます。

福祉施設・医療機関それぞれの実践場面での「かかわり」
を通して、知識・技術・価値を実践的に理解します。

演習・実習指導スクーリング､ 実習Ⅱ（医療）、国家試験対策4年次

演習・実習指導スクーリング､ 実習Ⅰ（福祉）3年次

演習スクーリング､ 実習選考試験2年次

共通基礎科目・指定科目の単位修得1年次
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福祉心理学科

様々な現場経験をもつ教員が、教科書には載っていな
い、肌で感じた生の知識を語ります。

生きた知識に触れる

臨床、発達、社会、犯罪、教育、学習など、多くの科
目で幅広い理論を学ぶことができます。

幅広い領域から多角的に「人のこころ」を理解する

職場や家庭、プライベートなど、様 な々人間関係で、人々
の抱える心理的問題を解決する力や、幸福感を持てるよ
うに貢献する力を育てます。

理論をいかす心理実践力を身に付ける

⾃⼰理解は他者理解。⽇常の様々な人間関係でいかせる学びを。特徴
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　「心理学」は、一人ひとりの個性を尊重
し、その人らしい生き方が出来るように
サポートする学問です。一人ひとりの幸
せを考え、福祉的貢献が出来る「心理学」
が必要とされています。しかし、それを
行うためには「心理学」についての高い
専門性が必要になります。「心理学」は、
人間研究の学問であり、理論的裏付けが
あってこそ学問として成立します。通信
教育部福祉心理学科では、そのような教
育を提供したいと考えています。
　理論は実践に生かされてこそ価値を持
つと考えられます。福祉心理学科は、実
践に結びつく理論を、「心理実践力」とし
て身につけられる教育をしたいと考えて
います。そのためには、謙虚な姿勢で相
手との関係を築いていくことが重要にな
ります。福祉心理学科は、「心理実践力」
をもとに、皆さんの人づくりを推進して
いきます。
　心理学を真摯に学び、多くの人々が幸
せになれる社会を作りたい、福祉心理学
科はそんな熱い想いを持った皆さんを
待っています。

研究分野●臨床心理学、箱庭療法、福祉心理学
担当科目●福祉心理学、ライフサイクルと福祉心
理学、心理的アセスメントⅠ、カウンセリングⅠ

渡部 純夫
Watanabe Sumio

福祉心理学科
学科長

認定心理士
福祉心理士

社会福祉主事
児童指導員
知的障害者福祉司
児童心理司
防災士
睡眠改善指導者（大学認定睡眠改善インストラクター）受験資格

学会の認定資格

任用資格・その他の資格

取得できる資格 学科長からのメッセージ

老年心理
認知症の人はなぜ
そのような行動をとるの？

■ 老年心理学 A・B
加齢に伴って生じる身体的
変化や心理学的な変化がど
のように起こっていくかを系
統的に学習し、また認知症
についての理解も深めます。

人間関係
人とどのように接すれば良い
関係が築けるのかな？

■ 人間関係論
人間関係を悪化させてしま
う要因や誰しもが有する認
知的な歪みについて理解し、
自分の人間関係を分析でき
るよう学びます。

犯罪心理
「犯罪」と「非行」の違いって？
なぜ「非行」を繰り返すの？

■ 司法・犯罪心理学
犯罪や非行を行動化してし
まう心理や社会的メカニズ
ム、また再犯を抑制して社
会適応を促す処遇方法を学
びます。

学校心理
不登校の⼦の気持ちって？

■ 教育・学校心理学 B
   （学校心理学）
教育現場において生じる問
題およびその背景を理解し、
⼦どもの適応⽀援の方法に
ついて学びます。

カウンセリング
こころに悩みや問題を抱える人に対し
て、どのような方法で援助を行えるの？

■ カウンセリングⅠ・Ⅱ
「カウンセリング」の技法や
効果を理解します。カウン
セラーが用いる傾聴やあい
づち技法等を学び、活用で
きる力を養います。

発達心理
人は生まれてから歳をとるまで、心も
体もどんな変化をしていくんだろう？

■ 発達心理学
幼児期、青年期、⽼年期といっ
た生涯にわたる発達の各時期
の特徴や、その過程の中で感
情や社会性、対人関係などの
側面の変化を学びます。

福祉心理学科の学び
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

レポート

卒業
スクーリング

科目修了試験

卒業研究

福祉心理学科  卒業生からのメッセージ

卒業年度の学習状況

　私は、遠方に住んでいたためオンデマンド・スクー
リングを中心に学習をしていました。オンデマン
ド・スクーリングの良い点は、自分の生活スタイル
に合わせられる点だと思います。しかし、学業、仕
事、家事・育児の両立はとても大変でした。レポー
トが大量に溜まることもありましたし、エンジンが
かからず何もやりたくない日もありました。自分が
定めた期間に卒業するという目標をいつも思い出し、
自分に合うレポートの書き方、環境の設定を確立す
ることで乗り越えることが出来ました。卒業したこ
とは、達成感と喜びだけでなく大きな自信に繋がり
ました。心理学の学びを通して、物事を俯瞰し多角
的に捉える力が高まったことは、今現在も私の取り
巻くすべての事に役立っています。

滝本 郁美さん

神奈川県　
年代：40歳代（取材時） 　卒業：2020年 3月
職業：児童指導員

3年次編入学  4月生

“学び直し”で新たな歩みを

　子どもの頃から対人援助職を目指していましたが、
病気をきっかけに大学進学を諦めたことがずっと心
残りでした。また、子育てをする中、自分の人生を
振り返り、自分自身の人生も大切にしたいと考える
ようになりました。学び直しをすることで新たな人
生をスタートさせたいという思いが高まり、かねて
から関心のあった心理学が学べる福祉心理学科に入
学をしました。本校は、子どもを実家に預けてスクー
リングに通える距離にあることも現実的な条件を兼
ね備えていました。

自分に合った学びの確立
まで

児童指導員
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

レポート

卒業

卒業研究

卒業研究への
取り組みから得たもの

　東北福祉大学を選んだ理由は、3つあります。
まずは、カウンセラーになるために必要な知識
をしっかりと学べるということ、次にスクーリ
ングに出席して大学生気分を味わいたいという
こと、さらに仙台のスクーリング会場なら自宅
から通える距離という理由で選びました。今
後は、支援を必要とする方々の力になるため
に、公認心理師の実務経験を積める施設に就職
し、そこで仕事と勉強をしながら公認心理師の
資格取得を目指します。

　私は卒業研究に2年ほどかけて取り組みまし
たが、7月末に提出するまでは最終段階として
主に「結果」と「考察」の修正を行いました。特に
「考察」では、実験結果からどのようなことが考
えられるのか、深く考察する必要があったため、
今までにないほど集中力を高めて取り組みまし
た。その後、指導担当の先生に完成した原稿を
チェックしていただき、提出期限まであと4日
というギリギリのところでなんとか提出するこ
とができました。提出するまで本当に大変でし
たが、達成感は言葉に言い表せないほど大きい
ものでした。

卒業年度の学習状況　※ 10月生の1年間は10月～ 9月

矢幅 有紀さん

宮城県　
年代：20歳代（取材時） 　卒業：2022年 9月
職業： 公認心理師実務経験施設への就職活動中

（取材時）

1年次入学  10月生

卒業はゴールではな
く

スタートでした
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費用シミュレーション （認定心理士取得時の例）

1年次入学 在学 4年間・スクーリング単位30単位修得の場合
最短の4年間で資格取得・卒業するための総費用 77.6万円～

※ 5 年目以降在学する場合の学費は、1年あたり10万円です。

1年目
2年目
3年目
4年目

学費
卒業までに必要な最低限の

スクーリング単位を満たす受講料
（カッコ内はスクーリング単位数）入学選考料

10,000円

入学金

30,000円

授業料

100,000円
100,000円
100,000円
100,000円

施設設備
資金

30,000円
30,000円
30,000円
30,000円

通常スクーリング
（2 8）

49,000円
49,000円
49,000円
49,000円

実験スクーリング
（2）

10,000円
10,000円

合計

229,000円
189,000円
179,000円
179,000円

計776,000円

3年次編入学 在学2年間・スクーリング単位15単位修得の場合
最短の2年間で資格取得・卒業するための総費用 41.1万円～

※ 3 年目以降在学する場合の学費は、1年あたり10万円です。

1年目
2年目

学費
卒業までに必要な最低限の

スクーリング単位を満たす受講料
（カッコ内はスクーリング単位数）入学選考料

10,000円

入学金

30,000円

授業料

100,000円
100,000円

施設設備
資金

30,000円
30,000円

通常スクーリング
（13）

49,000円
42,000円

実験スクーリング
（2）

10,000円
10,000円

合計

229,000円
182,000円
計411,000円

　大学において心理学を学び、「心理学の専門家として仕
事をするために必要な、最小限の標準的基礎学力と技能を
修得している」 ことを 「日本心理学会」 が認定する資格です。

認定心理士の活躍の場

日常生活や福祉、医療、教育、子育てなど様々な場面で、心理
学の専門的知識を有する人材が求められています。福祉施設や児
童相談所、医療機関、企業、教育機関などでの活躍が期待され
ます。

資格取得のために

本学では、認定心理士の基礎科目として「心理学概論A・B」「心
理学研究法A」「心理学統計法」「心理学実験Ⅰ（A・B）・Ⅱ（A・
B）」があり、選択科目として専門的な科目を開設しています。
申請にあたっては、日本心理学会が定める審査料・認定料計
41,000 円の費用がかかります。

認定心理士の活躍の場

福祉施設等において、心理学と社会福祉学の専門的知識を有し
実践します。

資格取得のために

本学にて、心理学系科目と社会福祉系科目（相談援助科目含む）
から規定の単位数以上を修得して卒業します。申請にあたって
は、日本福祉心理学会が定める審査料・認定料計30,000円が
かかります。また、日本福祉心理学会の学会員となり5年ごと
に資格更新のための審査を受ける必要があります。

　福祉サービスを利用する人のアセスメントを行ったり、
サービス利用者やその家族、そして、そこで働く職員の福
祉心理相談・支援を行ったりするうえで専門家として求め
られる基礎学力と技能を修得していると、「日本福祉心理
学会」が認定した方のことです。

心理学関連取得できる資格

日本心理学会の認定資格認定心理士

日本福祉心理学会の認定資格福祉心理士

　人間が活動しているあらゆる場所に心理
学は存在しています。福祉心理学科では、
さまざまな科目を通して心理学的視点から
人間の心の働きを理解し、社会福祉、医療・
保健、教育の現場はもちろん、家庭生活
や職場等において心理的支援を必要として
いる方の心理を理解し、どう対応できるか
を具体的に考えていきます。心理学の知見
を、知識として修得するだけではなく、知
恵として実際にいかせるような学びになるこ
とをめざしています。 

佐藤 俊人

福祉心理学科 
准教授

福祉心理学科の
学び

　心理学は科学としての側面も持っていま
すので、心の仕組みについて何かを説明
しようとする場合は、データに基づき論理
的に証明する必要があります。実験計画の
立て方、実験の実施方法、結果のまとめ方、
考察の記述など、実験レポート作成の方法
を学ぶことにより、目には見えない心の働き
をデータ化し、人間の心の特徴を論理的に
説明する手法について学びます。この学習
を通し、あらゆる心理学の分野で心理的
支援を考える際の基礎的な方略を学びます。

心理学実験

研究分野●発達心理学、臨床心理学
担当科目●心理学実験ⅠA・ⅠB、心理学研究法A

30 東北福祉大学 通信教育部



費用シミュレーション （認定心理士取得時の例）

1年次入学 在学 4年間・スクーリング単位30単位修得の場合
最短の4年間で資格取得・卒業するための総費用 77.6万円～

※ 5 年目以降在学する場合の学費は、1年あたり10万円です。

1年目
2年目
3年目
4年目

学費
卒業までに必要な最低限の

スクーリング単位を満たす受講料
（カッコ内はスクーリング単位数）入学選考料

10,000円

入学金

30,000円

授業料

100,000円
100,000円
100,000円
100,000円

施設設備
資金

30,000円
30,000円
30,000円
30,000円

通常スクーリング
（2 8）

49,000円
49,000円
49,000円
49,000円

実験スクーリング
（2）

10,000円
10,000円

合計

229,000円
189,000円
179,000円
179,000円

計776,000円

3年次編入学 在学2年間・スクーリング単位15単位修得の場合
最短の2年間で資格取得・卒業するための総費用 41.1万円～

※ 3 年目以降在学する場合の学費は、1年あたり10万円です。

1年目
2年目

学費
卒業までに必要な最低限の

スクーリング単位を満たす受講料
（カッコ内はスクーリング単位数）入学選考料

10,000円

入学金

30,000円

授業料

100,000円
100,000円

施設設備
資金

30,000円
30,000円

通常スクーリング
（13）

49,000円
42,000円

実験スクーリング
（2）

10,000円
10,000円

合計

229,000円
182,000円
計411,000円

　大学において心理学を学び、「心理学の専門家として仕
事をするために必要な、最小限の標準的基礎学力と技能を
修得している」 ことを 「日本心理学会」 が認定する資格です。

認定心理士の活躍の場

日常生活や福祉、医療、教育、子育てなど様々な場面で、心理
学の専門的知識を有する人材が求められています。福祉施設や児
童相談所、医療機関、企業、教育機関などでの活躍が期待され
ます。

資格取得のために

本学では、認定心理士の基礎科目として「心理学概論A・B」「心
理学研究法A」「心理学統計法」「心理学実験Ⅰ（A・B）・Ⅱ（A・
B）」があり、選択科目として専門的な科目を開設しています。
申請にあたっては、日本心理学会が定める審査料・認定料計
41,000 円の費用がかかります。

認定心理士の活躍の場

福祉施設等において、心理学と社会福祉学の専門的知識を有し
実践します。

資格取得のために

本学にて、心理学系科目と社会福祉系科目（相談援助科目含む）
から規定の単位数以上を修得して卒業します。申請にあたって
は、日本福祉心理学会が定める審査料・認定料計30,000円が
かかります。また、日本福祉心理学会の学会員となり5年ごと
に資格更新のための審査を受ける必要があります。

　福祉サービスを利用する人のアセスメントを行ったり、
サービス利用者やその家族、そして、そこで働く職員の福
祉心理相談・支援を行ったりするうえで専門家として求め
られる基礎学力と技能を修得していると、「日本福祉心理
学会」が認定した方のことです。

心理学関連取得できる資格

日本心理学会の認定資格認定心理士

日本福祉心理学会の認定資格福祉心理士

　人間が活動しているあらゆる場所に心理
学は存在しています。福祉心理学科では、
さまざまな科目を通して心理学的視点から
人間の心の働きを理解し、社会福祉、医療・
保健、教育の現場はもちろん、家庭生活
や職場等において心理的支援を必要として
いる方の心理を理解し、どう対応できるか
を具体的に考えていきます。心理学の知見
を、知識として修得するだけではなく、知
恵として実際にいかせるような学びになるこ
とをめざしています。 

佐藤 俊人

福祉心理学科 
准教授

福祉心理学科の
学び

　心理学は科学としての側面も持っていま
すので、心の仕組みについて何かを説明
しようとする場合は、データに基づき論理
的に証明する必要があります。実験計画の
立て方、実験の実施方法、結果のまとめ方、
考察の記述など、実験レポート作成の方法
を学ぶことにより、目には見えない心の働き
をデータ化し、人間の心の特徴を論理的に
説明する手法について学びます。この学習
を通し、あらゆる心理学の分野で心理的
支援を考える際の基礎的な方略を学びます。

心理学実験

研究分野●発達心理学、臨床心理学
担当科目●心理学実験ⅠA・ⅠB、心理学研究法A

「心理学」と聞くと難しそうなイ
メージを持ってしまうのですが、
実際に難しいのでしょうか？

「心理学」の基礎、応用そして実践までステップアップしなが
ら学ぶことができますので心配ありません。心理学の楽しさ
や奥深さ、時には難しさを皆さんで共有しながら学んでいけ
る場を提供します。

福祉心理学科で学んでいる学生
はどのような職業の方が多いの
でしょうか？

福祉職や医療関係、企業、教員、主婦の方など幅広い方々が
学んでいます。

通信教育部の福祉心理学科を
卒業して大学院に進学できます
か？

毎年、数名の学生が福祉心理学科を卒業し大学院へ進学して
います。本学通信教育部や通学制の大学院への進学、地元の
大学院など進学先は様々です。進学を考える方は、「卒業研究」
に取り組むことをお勧めします。⾃身で研究課題を決め、調
査し、まとめることで、大学院での研究の土台が作られます。

実践的なスクーリングが多いと
のことですが、具体的にはどう
いうことでしょうか？

グループワークやロールプレイを行い、知識を応用する授業
もあります。聞くだけの講義ではなく、実際に参加すること
で、実践力を身に付けることのできる授業を幅広く開講して
います。

【Q & A】
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幼稚園教諭免許状取得希望者
5科目

保育士資格取得希望者
4科目

学習する科目は

8単位分のみ

※2023年度からの新制度では、上記の実務経験に加え「幼保連携型認定こども園」における実務経験が2年以上（2,880時間以上）あれば、本学では7単
位の修得で幼稚園教諭免許状の申請が可能です。

受講費用

● 幼稚園教諭免許状取得コース 78,000円
● 保育士資格取得コース 88,000円
※教材費など込み

学習の流れ

入学時期

教科書を読む

レポート課題に解答

科目修了試験を受験 保育士資格取得希望者のみ
1科目（2日間）のスクーリング受講

※仙台会場にて
　開講（年に１回のみ）

通信教育部ではもう一方の免許状・資格を取得できます。
「幼保連携型認定こども園」での「保育教諭」としての勤務には、両方の免許状・資格が必要です。
最短半年程度※で幼稚園免許状申請・保育士試験（全科目免除）受験申請が可能です。
※保育士資格は入学時期による

免許状・資格取得

ご自身で免許状・資格申請

単位修得

対象
いずれか一方のみ保持する方

・保育士資格 幼稚園教諭免許状

実務経験3年以上
（4 32 0時間以上）

大学で
8単位修得

免許状・
資格取得 2025年3月

までの
限定制度

2023年度 4月生

2023年度10月生

入学時期

2023.1/10～2023.  4/10

2023.  7/1～2023.10/10

出願受付期間

2023. 4/1～2024.3/10

2023.10/1～2024.9/10

学習可能期間

※詳細は『募集要項』参照

幼稚園教諭免許状取得
希望者向け教科書（見本）

教科書の
購入は

必要ありません
学費納入者に
大学から
送付します

いずれかの
解答方法を
選択可能

レポートの課題は
教科書を読めば
解答できる穴埋めや

○×などの
問題です

※全国25都市で受験可能
※年6回開催
※科目修了試験は
　論述式問題
※一部科目は在宅で
　Web上の受験も可

郵送用レポート用紙 Web上でのレポート解答

保育士資格取得
希望者向け教科書（見本）

幼保特例制度（講座）
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幼稚園教諭免許状取得希望者
5科目

保育士資格取得希望者
4科目

学習する科目は

8単位分のみ

※2023年度からの新制度では、上記の実務経験に加え「幼保連携型認定こども園」における実務経験が2年以上（2,880時間以上）あれば、本学では7単
位の修得で幼稚園教諭免許状の申請が可能です。

受講費用

● 幼稚園教諭免許状取得コース 78,000円
● 保育士資格取得コース 88,000円
※教材費など込み

学習の流れ

入学時期

教科書を読む

レポート課題に解答

科目修了試験を受験 保育士資格取得希望者のみ
1科目（2日間）のスクーリング受講

※仙台会場にて
　開講（年に１回のみ）

通信教育部ではもう一方の免許状・資格を取得できます。
「幼保連携型認定こども園」での「保育教諭」としての勤務には、両方の免許状・資格が必要です。
最短半年程度※で幼稚園免許状申請・保育士試験（全科目免除）受験申請が可能です。
※保育士資格は入学時期による

免許状・資格取得

ご 自身で免許状・資格申請

単位修得

対象
いずれか一方のみ保持する方

・保育士資格 幼稚園教諭免許状

実務経験3年以上
（4 32 0時間以上）

大学で
8単位修得

免許状・
資格取得 2025年3月

までの
限定制度

2023年度 4月生

2023年度10月生

入学時期

2023.1/10～2023.  4/10

2023.  7/1～2023.10/10

出願受付期間

2023. 4/1～2024.3/10

2023.10/1～2024.9/10

学習可能期間

※詳細は『募集要項』参照

幼稚園教諭免許状取得
希望者向け教科書（見本）

教科書の
購入は

必要ありません
学費納入者に
大学から
送付します

いずれかの
解答方法を
選択可能

レポートの課題は
教科書を読めば
解答できる穴埋めや

○×などの
問題です

※全国25都市で受験可能
※年6回開催
※科目修了試験は
　論述式問題
※一部科目は在宅で
　Web上の受験も可

郵送用レポート用紙 Web上でのレポート解答

保育士資格取得
希望者向け教科書（見本）

幼保特例制度（講座）
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東北福祉大学  通信教育部
入学案内  2023
社会福祉学科 福祉心理学科
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〒983-8511   仙台市宮城野区榴岡2-5-26  仙台駅東口キャンパス
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BiViBiVi

ファミリー
マート
ファミリー
マート

交番交番

スターバックス
　　コーヒー
スターバックス
　　コーヒー

七十七銀行
仙台東口支店
七十七銀行
仙台東口支店

TBCハウジング
ステーション
仙台駅東口

TBCハウジング
ステーション
仙台駅東口

ヨドバシカメラヨドバシカメラ

東横INN
仙台東口
東横INN
仙台東口

仙石線仙石線

地下鉄東西線地下鉄東西線

地下東西自由通路

地下東西自由通路

バス乗降場バス乗降場

東北福祉大学
仙台駅東口キャンパス
東北福祉大学
仙台駅東口キャンパス

東口

JR仙台駅東口より徒歩3分

東北福祉大学
マスコットキャラクター

福丸 & 福姫
ふくまる ふくひめ

資料請求・お問い合わせ

TEL:  0 2 2-292-8011
FA X :
URL:
Mai l :

022-292-8012
www.tfu.ac.jp/tushin/
tsukyo@tfu.ac.jp

通信制大学院も開設。詳しくはホームページへ。
https://www.tfu.ac.jp/tushin/gs_yoko/enter.html


