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これは聖書の箴言1章7節から取られた本学の建学の精神です。
すべての人間の中にかけがえのない尊厳を見出す神の普遍の愛に基づいて、本学はすべての教育計画を進めています。
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本学では、通信教育でありながら、スクーリングや学習相談を通して、同じ目標を目指す仲間同士、教員やアドバイザーとも、
顔が見える距離感で学習を進められる環境を整えています。通信教育でありがちな、孤独な環境での学習の行き詰まり、

これを解消できる様々なシステムを取り入れ、一人でも多くの人が目標達成できるように支援しています。

「顔の見える」通信教育の展開
Main vision

建学の精神

「神を畏れることは知識のはじめである」
（旧約聖書「箴言」第1章7節より）
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ごあいさつ
本学の通信課程は､2003年4月に開
設されて以来､多くの福祉人材を輩
出してきました。またキリスト教主義教
育を基軸に､「生きる､を学ぶ」をポリ
シーとし､生きること､学ぶことを大切
にしてきました。今もなお多くの皆さん
が目標を持って、働きながら学んでお
られることと思います。「学ぶこと」の
喜びは「生きる喜び」につながります。
皆様の高い志や努力に敬意を表し、
それぞれの目標が達成され､豊かな
人生を過ごされることを心より祈念し
ております。

通信教育部は、通学課程の人間福祉
学部を基盤に開設しているため、通
学課程と同様の学位（学士）や社会
福祉士、精神保健福祉士といった国
家資格の受験資格、認定心理士や社
会福祉主事任用資格など多くの認
定資格を取得することができます。本
学の通信教育部の最も大きな特徴
は「ぬくもり」です。通信教育では、孤
独に陥りがちです。学ぶ仲間と支え
る教職員との触れ合いと励まし合い
を大切にしています。共に学び、共に
目標を達成できるよう頑張りましょう。

中部学院大学大学院

中部学院大学短期大学部

中部学院大学
●福祉・心理の資格取得をめざす人
●現場に立ちながらスキルアップをめざす人
●生涯学習として幅広く学びたい人

通信教育部

人間福祉学部／人間福祉学科

（関キャンパス）

組織図

Ⅰ 社会福祉士コース
Ⅱ 精神保健福祉士コース
Ⅲ 認定心理士コース
Ⅳ スクールソーシャルワークコース
Ⅴ アグリケアコース
Ⅵ 福祉教養コース

人間福祉学研究科（関キャンパス）

人間福祉学部

幼児教育学科（関キャンパス）

教育学部

看護リハビリテーション学部

スポーツ健康科学部

社会福祉学科（関・各務原キャンパス）

■人間福祉学科（関キャンパス）

■子ども教育学科（各務原キャンパス）

■理学療法学科（関キャンパス）
■看護学科（関キャンパス）

■スポーツ健康科学科（関キャンパス）



中・西日本を中心に学士（大学卒業学位）や資格の取得を目指す多くの人が、本学の通信教育を選んでいます。

大学通信教育の学習方法は、

①印刷教材による授業（レポート学習）

②面接授業※（スクーリング）

③放送授業

④メディアを利用して行う授業

の4つが規定されています。

※印刷教材等による授業や放送授業だけでは大学教育のすべてが十分には行
　えないため、一定の時期、場所に集まって面接授業（講師との直接の面接授
　業）が行われます。
※本学では上記①～④全ての学習方法を実施しています。
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大学通信教育と本学通信教育部の特色

中部学院大学通信教育部をご検討される方へ

学習方法の特色 4つの履修方法

大学通信教育には、学ぶ目的や動機、入学資格などによっ
て、大学や短期大学の卒業を目指す正科生以外にも、特定
の科目を履修する科目履修という方法があり、大きく4つの
履修スタイルに分けられます。

正科生 科目等
履修生

聴講生 特修生

～なぜ中部学院大学が選ばれるのか？～

4
1

■ムリ・ムダのない学費とカリキュラム

学費は
通学課程の

以下

◎単位制学費を採用
本学では、学習する科目の単位数に応じて学費を納入する単位制学費
を採用。1単位5,000円とリーズナブルで、働きながら学ぶ人は余分なコ
ストをかけずに自分のペースで学習できます。

◎資格は卒業に必要な単位を活かして取得できる
取得希望資格※は、卒業に必要な単位（卒業要件単位）を
100％活かして取得できます（右図参照）。学習時間や費用
面に配慮し、最短で資格取得できるようなカリキュラム設定
となっています。
※本学で取得できる主要資格の内、１資格を想定

※科目によっては２年目に教科書を変更する場合があります

◎登録した科目の学習期間は２年間
本学では、履修登録をした科目の学習期間（履修有効期
間）は２年間で設定。学習の途中で１年が経過しても、２年目
まで学習の継続が可能であるため、余裕をもって学習を進
めることができます。

■学習しやすいスクーリング

◎受講形式を選んで効果的に学習
主要駅近くに立地する会場でのスクーリングや、インターネ
ットを介して動画を視聴するオンデマンド型のスクーリング
に加え、Zoomアプリを利用したオンライン型のスクーリン
グが一部の科目で標準配置されました。これらにより学生
の皆さん一人一人の居住地や都合に併せて、効果的に学
習することが可能となりました。

■充実のサポート

◎実習サポート
福祉資格を取得する際の実習期間・施設は、各自で設定可能です。自宅に
近い施設での実習や大学と提携する豊富な実習先にてプランニングする
ことができます。

◎学習アドバイザーによるサポート
本学では、初めて高等教育を受ける１年次入学生の学習が円滑となるよう、一人一
人に学習アドバイザーを配置しています。また、全学生に向け、平日（月～金）はもち
ろん、土日の相談日を設けるなど、通信教育部生の学習を常にサポートしています。

◎独自の奨学金や減免制度で学費をサポート
本学独自の奨学金や学費減免制度にて、積極的な学費サポートを行っています。2021年度
には本学通信教育部の卒業生や在学生からの紹介、または福祉施設等の施設長より推薦
を受け入学した方の入学金が免除となる制度が導入されました。

100％
奨学
金採用率

■福祉・心理系の資格に強い

福祉や心理の学びを得て相談者のこころに
寄り添える社会福祉士や精神保健福祉士へ。

【例えばこんな学習スタイル】◎効果的にスキル向上
社会福祉士※1、精神保健福祉士※1、認定心理士などが取得
可能。本学では相互に関連する福祉と心理が学べるため、対
人援助スキルを効果的に高めることができます。

◎万全な国家試験対策
本学の「国家試験対策講座」では、教員による対策講座（スクーリング）に加え、WEB上での試験対策演習システ
ムを導入。同講座の受講者からは多くの喜びの声が届いています。

※1 国家試験受験資格の取得
※2 その他スクールソーシャルワーク資格、アグリケアコース修了証、社会福祉主事任用資格など

◎福祉×農業、福祉×教育で展開する学び
福祉と農業のメリットを活かした対人支援や、農業経営の技術及び実
践力を養うアグリケアコース、教育現場で子どもたちを包括的に支援
するスクールソーシャルワーカーを育成するスクールソーシャルワーク
コースなど、本学では「福祉」が備える可能性を学びに展開しています。

はじめて大学通信教育を始められる方へ ～大学通信教育とは～

大学通信教育は、向上心を持ちながらも、地理的、時間的制約などがあって、その実現に困難を伴う人たちの期待に応えようとする
正規の大学教育課程です。社会人の再学習や生涯学習のステージとして開かれた高等教育機関です。

1

精神保健福祉士
国家試験合格率

2位
中・西日本の
通信制大学

福祉系・単位制
学費採用大学

学費の
リーズナブル度は

トップ
クラス

Point

4
Point

2
Point

3
Point

在学生の
居住地

全
国

都
道
府
県

北は北海道
南は沖縄まで

本学の教育内容や
サポートに

92.1％

36

の学生が満足

＜私立大学通信教育協会HPより一部要約＞

詳細は28Pへ

金沢市
松本市

富山市

甲府市

浜松市

名古屋市
津市

大阪市

京都市

本学（関・各務原）

主なスクーリング・科目修了試験会場

オンライン授業 オンデマンド授業

※京都市・津市・富山市・福井市は科目修了試験会場のみ

多様な観点から学生をサポート

　

　
　
　
　
　
　

　　　　　　　　　　　
　
　
　
　
　
　 　　　　奨 学 金

実

　
習

学
　
習

詳細は21Pへ

詳細は13-14Pへ

詳細は8-9Pへ

詳細は10Pへ

詳細は9Pへ

社会
福祉士

認定
心理士

心理科目
の学習

精神保健
福祉士

福井市

子どもたちを包括的に支援するスクー
ルソーシャルワーカーの養成　　　

教育 × 福祉
=

「農福連携」を通した支援技術、
農業経営力を養成

農業 × 福祉
=

4月

3月

3月

4月

1年目

2年目

登録した科目の
学習期間は2年

1年次
入学生

希望資格に必要な単位数

卒業要件単位：62単位+ 0～4単位
3年次
編入学生

希望資格に必要な単位数

卒業要件単位：124単位

※2022年度実績
奨学金申請には、諸条件を満たす
必要があります。

※



卒業生の声

子どもたちの未来を
光あるものに

水野 奈緒美さん
（みずの なおみ）
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for FUTURE

VOICE

２０１７年度卒業
岐阜県美濃加茂市 在住
勤務先での業種：スクールソーシャルワーカー（市の教育委員会）
取得学位：学士（社会福祉学）
取得資格：社会福祉士

通信教育部での想い出は
明日の私に活力を与えてくれます

奥村 弥生さん
（おくむら やよい）

2020年度卒業
岐阜県可児市 在住
勤務先での業種：生活支援員
取得学位：学士（社会福祉学）
取得資格：精神保健福祉士

前職は学校内の相談員として、子どもたちの心
のケアに関わっていました。その活動を続ける
一方で、「なぜ心のケアが必要となってしまうの
か」の「なぜ」を知ることが、本当の問題解決や
最適化に繋がるのではと思うようになりました。
SSWの存在を知ったのも同時期であり、自分の
考えを具現化できる職ではないかと思い、これ
らの軸となる社会福祉を学ぼうと決心しました。
その甲斐あって卒業後は、市の教育委員会に
SSWとして勤めています。業務は市内の小中学
校を巡回訪問し、学校内だけでは解決が難しい
ような相談について、チーム学校の一員として携
わっています。

卒業生

for FUTURE

卒業生

VOICE

SSW※を目指すきっかけは…

世の中の生活様式が多様化していることもあっ
てか、SSWへの相談件数は年々増えています。
例えば家庭が生活困窮の状態であれば、生徒
の学費滞納や不登校などに繋がってきます。私
たちは日々、社会福祉協議会などの関係機関と
連携し、相談者の家庭や生活環境の課題と向き
合いながら全体としての最適化を図ります。私の
ようなSSWが携わることで、生徒やその家族の
生活環境が改善したり、現場で苦労されていた
先生方に「水野さんに相談してよかった」と評価
いただけたりすると、嬉しさにSSWの価値を認
めてもらえた喜びも加わり、仕事へのモチベー
ションが高まりますね。

SSWとしてのやりがい

社会福祉士をめざすにあたって中部学院大学を
選んだ訳ですが、通信教育であるにも関わらず
「顔の見える」ことに力を注いでいるところが魅
力的に感じました。スクーリングも多く用意されて
いたので、働いている私でも学びやすそうな印
象を受けました。実際にスクーリングを受講する
と、同じ科目でも様々な地域で、色々な経験をさ
れている方がいらして、そのような方とのお話が
私にとって、とても刺激的でしたね（笑）。授業はも
ちろんですが、受講者の方々との交流も楽しかっ
たので、意欲的に受講しましたし、ここで得られ
たものは今の私にも繋がっていると感じていま
す。

刺激的だったスクーリング

中部学院大学に入学する前は、介護福祉士とし
て業務に就いていました。私が勤めていた施設
では要介護の方だけでなく精神障害の方も共
生していましたので、その方たちの支援にもあ
たる必要がありました。しかし、精神障害（の方）
への理解に乏しい中では、コミュニケーションの
取り方一つとっても手探り状態で、信頼関係の
構築も難しく、支援の在り方に戸惑う日々でし
た。このような経験から「精神障害とは何か？」、
「もっと精神障害（の方）について知りたい」と思
うようになり、職場の仲間に相談したところ、精
神保健福祉士の養成校である本学を勧められ
て、入学に至りました。

通信教育部での学習は、知識や技術の吸収が
感じられて楽しかったです。スクーリングに参加
することで友達もでき、実習の直前はSNSで情
報交換しまくりました（笑）。また先生との繋がりも
有難かったですね。実習の時には、巡回サポート
で様子を見に来てくれた先生に、思い通りにい
かない”もどかしさ“や悩みを聞いてもらいまし
た。その後に頂いた先生からのアドバイスは当
時の私に大きなパワーをくれたことを覚えてい
ます。また国家試験の受験前にもメールで励まし
ていただきました。それは今でも思い出しますし、
日々の業務に疲れた時は当時のメールを読み
返して明日の活力に繋げています。

卒業後は精神保健福祉士の資格を活かしたい
と思い、現在勤めている福祉施設※へ入職しまし
た。ここでは様々な活動を通してメンバーの方々
の自立（生活）訓練・支援をします。毎日が試行
錯誤の連続であり、とても新鮮で刺激的です。そ
んな日々を送りながら、これからもメンバーの
方々の「なりたい自分」「自分らしい自分」を探す
お手伝いをしていければと思います。
大学での学習は私自身が”なりたい自分“に近
づく一歩でもありました。少しでも学びたいなと
思われている方がいらっしゃれば、そんな時こそ
思い切ってチャレンジしてほしいなと思います。

はじまりは「精神障害って何？」 先生や学友とのつながり 資格を取得して感じること
※スクールソーシャルワーカーの略称

※精神障害者リハビリテーションモデルのクラブハウスを活用した
　自立するための生活支援や就労支援を行う福祉施設



卒業と同時に取得できる資格取得可能資格

募集内容

■人間福祉学部  人間福祉学科（募集内容）
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100名

4月〈正科生・科目等履修生・聴講生・特修生〉、10月〈科目等履修生のみ〉

卒業することによって、以下の資格を取得できます。選択制。複数の資格取得も可能です。

300名

きめ細かなサポートで学士や福祉の国家資格、心理資格等を取得 より専門的に学べる、6つのコースでしっかり学習

目標に応じた6つのコース

● 正科生　 大学入学資格があり、学士や大学卒業で得られる資格を目指す人。

● 科目等履修生 大学入学資格があり、開講している科目を自由に選択し、学ぶ人。
● 聴講生 開講している科目を自由に選択し、学ぶ人。（単位修得はできません。）

● 特修生 満18才以上で大学入学資格はないが、本学で必要な単位を修得し、
 将来、正科生として学びたい人。

● 社会福祉主事任用資格
● 児童福祉司任用資格

● 知的障害者福祉司任用資格
● 児童指導員任用資格

● 社会福祉士受験資格
● 精神保健福祉士受験資格
● 認定心理士
● スクールソーシャルワーク資格
● 中部学院大学アグリケアコース修了証

※卒業後に1年間の実務経験が必要

1 年次入学定員

募集定員　　＞

3年次編入学定員

学生の種類　＞

募集時期　　＞

通信教育部の学生のための「国家試験対策講座」
社会福祉士や精神保健福祉士は受験資格を取得後に、それぞれの国家試験に合格することで取得できる資格です。例年、全
国トップクラスの国家試験合格率を誇る通信教育部では「国家試験対策講座」として、WEB上での試験対策演習システムの展
開や各担当教員による対策講座（スクーリング）を開講。さらに直前対策学習資料や国試情報の提供など、試験合格に向けた
サポートが徹底的に行われます。「国家試験対策講座」の受講者からは、毎年、喜びの声とともに高い評価を得ております。

取得できる学位 ／ 学士 （人間福祉学）正科生（編入学生を含む）

社会福祉士コース

社会福祉士の
主な活躍の場

社会福祉協議会、病院、地域包括支援センター、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、
自立支援に関わるNPO法人、障がい者支援施設、児童相談所、ほか

資
格
取
得
の
条
件

① 学生の種類 正科生

③ 要　　　件 必要な単位を修得し卒業することで取得可能

② コ ー ス 社会福祉士コース（定員:200名）

④ 備　　　考 精神保健福祉士受験資格と同時取得も可能

取得目標
(正科生のみ)社会福祉士受験資格

社会福祉士受験資格の取得を目指すコースです。社会福祉士の指定科目を中心にカリキュラムが設定されているため、受講者は最短で資格取得
を目指すことができます。また国家試験に向けては、対策講座やwebを用いた演習システムなど本学独自で培ってきた実績やノウハウを活かします。

◎社会福祉士とは・・・

Ⅰ

行政機関の福祉担当窓口や、福祉施設、民間企業などで、すべての利用者が適切な福祉サービスを受けられるように情報を提供したり、相談・
指導及び援助にあたったりといった市民の権利を守る「ソーシャルワーカー」の国家資格です。この資格は福祉社会のパスポート的な役割を
持ち、あらゆる福祉現場の第一線で必要とされます。受験資格を取得し、国家試験に合格することにより社会福祉士の資格が取得できます。

社会福祉士45.7％国家試験
合格実績 新卒者

精神保健福祉士69.0％新卒者

社会福祉士や精神保健福祉士の合格実績（中日本・西日本の通信制大学）

※2021年度実績

※※

本学で精神保健福祉士受験資格を取得するには、『精神保健福祉士コース』に所属する必要があります。精神保健福祉士コースは選考により選抜
（コース定員80名）します。選考は入学選考にあわせて行い、合否発表と同時にコース選抜の結果発表もします。なお、社会福祉士と精神保健福祉士
の同時取得を目指す場合は、精神保健福祉士コースに出願してください。 （詳しくは『2023年度募集要項』をご覧ください。）

取得目標
(正科生のみ)精神保健福祉士受験資格精神保健福祉士コース

精神保健福祉士の
主な活躍の場

精神科病院、精神科クリニック、保健所・市町村保健センター、障害福祉サービスを行う事業所、
相談支援事業所、地域活動支援センター、ほか

資
格
取
得
の
条
件

① 学生の種類 正科生

③ 要　　　件 必要な単位を修得し卒業することで取得可能

② コ ー ス 精神保健福祉士コース（定員：80名）

④ 備　　　考 社会福祉士受験資格と同時取得も可能

精神保健福祉士受験資格の取得を目指すコースです。精神保健福祉士の指定科目を中心にカリキュラムが配置されており、受講者は最短で資格取
得を目指すことができます。国家試験に向けては、対策講座やweb演習システムなど本学で培ってきた実績やノウハウを活かして合格を目指します。

◎精神保健福祉士とは・・・

Ⅱ

精神科医療機関の相談窓口での相談支援、行政機関での精神保健福祉に関する相談や普及活動、精神障がい者が主として利用している事業
所での社会復帰の援助・支援活動を行うなど、精神障がい者が抱える生活問題や社会問題の解決のための支援活動を行います。受験資格を
取得し、国家試験に合格することにより精神保健福祉士の資格が取得できます。

精神保健福祉士コース
の選抜について

第2位第3位

在学生の声

●社会福祉士をめざそうと思ったきっかけは？
特別支援学校での勤務は、学生本人だけでなくその家族を含
めた多面的な支援が求められると感じています。それらを満
たす手の行き届いた支援を実現するためには、私自身に社会
福祉や対人援助に関する深い理解が必要と感じたからです。

●お勧め科目などはありますか？
社会福祉概論や実習指導の科目が印象に残っていま
す。社会福祉概論では先生の社会福祉に対する熱い
想いが十分すぎるほど伝わってきて面白かったです。
実習指導では経歴は違えど同じ資格をめざす方が集
まっており、そのような方々とコミュニケーションがと
れたことは刺激になり、良い経験にもなりました。●働きながらの学習はいかがですか？

仕事との両立の中で、自己管理しながら進める学習はそれな
りに大変です。普段は土日に学習しますが課題の提出期限が
迫ると、それは関係なくなりますね（笑）“今の学習は自分のた
めになるんだ！“という想いを励みに頑張っています！

矢島　咲季　さん
2021年度 3年次編入学　　静岡県在住　
社会福祉士コース・スクールソーシャルワークコース 所属
特別支援学校（教員） 勤務



09　Chubu Gakuin University 2023 Chubu Gakuin University 2023　10

より専門的に学べる、6つのコースでしっかり学習

目標に応じた6つのコース目標に応じた6つのコース

取得目標
学士（学位）

アグリケアコース
取得目標
中部学院大学アグリケアコース修了証

農業と福祉の連携に特化した学びを提供する中部学院大学通信教育部の新た
なコースです。農業教育の拠点機関との連携により農業×福祉の専門科目の開
講を実現。子どもや障がい者、高齢者への福祉支援として活用する農業、障がい
者や生活困窮者の雇用を生み出す農業といった農福連携が創出するさまざま手
法や効果、そしてその今後の可能性について学びます。

Ⅵ

Ⅴ

一般的な4年制大学を卒業したときに授与される学位です。大学で決められた教育課程で単位を修得し、卒業することで得られます。

学士（学位）の取得を目指すコースです。社会福祉の基本的な知識の修得やスキルアップ、また、個人のおかれた環境の中で福祉を見つめ
ながら学びます。卒業必修科目以外に、指定の科目はなく、幅の広い教養を身につけることが可能となっています。

◎学士（学位）とは・・・

福祉教養コース

資
格
取
得
の
条
件

★アグリケアコースが育む人物像（養成像）

資
格
取
得
の
条
件

① 学生の種類 正科生・科目等履修生

③ 要　　　件 必要な単位を修得することで取得可能です。

② コ ー ス アグリケアコース（定員：20名）

④ 備　　　考 -

① 学生の種類 正科生

③ 要　　　件 必要な単位を修得し卒業することで取得可能です。
（正科生）

② コ ー ス 福祉教養コース

④ 備　　　考 通学課程と同じ学位記が授与されます。

より専門的に学べる、6つのコースでしっかり学習

取得目標
認定心理士認定心理士コース

資
格
取
得
の
条
件

① 学生の種類 正科生、科目等履修生※

③ 要　　　件

② コ ー ス 認定心理士コース

④ 備　　　考 単位の修得後に日本心理学会への
申請が必要です。

Ⅲ

「公益社団法人日本心理学会」が認定する心理学の基礎資格であり、大学で心理学に関する標準的な基礎知識と基礎技術を修得しているこ
とを認定するものです。この制度は、心理学専攻者としてのアイデンティティを持ち、専門性の向上に役立てることを目的に設けられています。

※学士を有している
　必要があります。

・正科生
必要な単位を修得し卒業することで取得可能です。

・科目等履修生
既に学士を保有し、必要な単位を修得することで取得可能です。

認定心理士資格（日本心理学会）の取得を目指すコースです。本資格は、4年制大学卒業が必須となりますので、学士（学位）と同時に認定
心理士資格の取得が目指せるように設計されています。

◎認定心理士とは・・・

資
格
取
得
の
条
件

③ 要　　　件

② コ ー ス スクールソーシャルワークコース（定員:20名）

④ 備　　　考
単位の修得後に、
日本ソーシャルワーク教育学校連盟に申請が必要です。
実習地は岐阜県内に限ります。

本学は、スクールソーシャルワーク教育学校連盟「スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程事業」の認定校です。本学では既に教員免許
状を有しており、社会福祉士※又は精神保健福祉士※の資格を有する方が単位修得後、連盟に申請をすることで修了証が交付されます。
（資格を得ます。）　※受験資格の取得について、本学ではスクールソーシャルワークに関する専門科目と同時に履修可能です。

Ⅳ

日本ソーシャルワーク教育学校連盟が認定する「スクール（学校）ソーシャルワーク教育課程」を修了した者に対し、日本ソーシャルワーク教育学校連盟から交付される修了証の
ことです。本学で必要な単位を修得し、日本ソーシャルワーク教育学校連盟に申請をすることで資格（教育課程修了証）を得ることができます。ただし申請の時点では、社会福祉
士もしくは精神保健福祉士資格を保有していることが要件ですので、その場合は、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の国家試験に合格し資格登録したあと、日本ソーシャル
ワーク教育学校連盟に申請をすることになります。　※本学で同時履修可能

正科生

スクールソーシャルワークコース
取得目標
スクールソーシャルワーク資格

◎スクールソーシャルワーク資格とは・・・

既に教員免許状を保有し、必要な単位を修得し、社会福祉
士もしくは精神保健福祉士を取得することで取得可能です。

科目等履修生 既に教員免許状および社会福祉士もしくは精神保健福祉
士を保有し、必要な単位を修得することで取得可能です。

正科生 教員免許状を有している必要があります。

科目等履修生 教員免許状および社会福祉士もしくは精神保健福祉
士を有している必要があります。

① 学生の種類

本学でスクールソーシャルワークの資格を取得するには、「スクールソーシャルワークコース」への所属が必要となります。
スクールソーシャルワークコースは、入学後に選抜（コース定員20名）します。（詳しくは「2023年度募集要項」をご覧ください。）

スクールソーシャルワークコース
の選抜について

TOPICS

「農福連携コーチング演習」では、県内にある障がい者就労施設を訪問し、就労
現場の実態やコーチングに必要な支援技術を学ぶとともに、農福連携への理解
を深めるための農業技術に関わる知見を得ます。スクーリング授業では、昨年度
に引き続き就労継続支援事業所（株式会社DAI）を訪問。実際の業務であるにん
にくの根切の仕方について、就労者への指導現場を見学したり、受講者自身も
指導要領を踏まえた上で同作業を行ったりし、コーチングへの理解を深めました。

～アグリケア専門科目～農福連携コーチング演習

協力企業：株式会社DAI

協力企業：株式会社アグリピア

先生の声

障がい者の就労支援や高齢者に向けた心身のリハビリ効
果など、福祉現場において農業を活用することのメリット
を理解し、事業所に最適な農福連携活動を展開すること
で、幅のある対人援助を実践することができる福祉従事者

農業経営において障がい者や高齢者のやりがいある雇用
等を創出することで得られる経済的・福祉的メリットを理解
し、事業の安定的な利益を確保するとともに、さらなる雇用
といった地域の活性化に繋がる農福連携活動を実践する
ことができる農業従事者

●「カウンセリング論」ではどのようなことを
　学びますか？
カウンセリングは、悩みを持っている人と悩みを受け取り共
に考える人との言語的コミュニケーションです。その営みは
赤ちゃんとお母さんとのやり取りに端を発すると言われて
います。赤ちゃんは心にお母さんの存在を作り、お母さんは
赤ちゃんの気持ちに想像を膨らませます。
このような関係を信頼関係といい、このようにお互いの心
にそれぞれの存在を刻んでいくのがカウンセリングです。カ
ウンセリングの場では相談者とカウンセラーのお互いが悩
みについての考えを深めます。

●どのような学生の受講が望ましいですか？
対人的なお仕事に就いている方の受講を願っています。
現場・日常で出会う相手の心を豊かに創造し合える、そ
んな関係性の構築を目指す作業のお手伝いができたら
とてもありがたいです。受講生の皆さんへはカウンセリ
ングがイメージしやすいようにプライバシーに配慮した
事例を用意しました。またご自身の理解につながる心理
支援ツールの体験も行います。自分自身や相手につい
て、じっくりと考える時間の提供ができたらと思います。

天野 菜穂子　先生　担当科目：カウンセリング論

農業に関わる方福祉に関わる方



入学前から卒業まできめ細かな各種サポート

「質問票」学習に関する様 な々ことが質問できます
例えば、スクーリングで教員に聞き忘れたことや、不合格になったレポートに
ある教員コメントの意味についてなど、「質問票」（書面、webどちらも対応）
を使って質問をすることができます。

桐華会（通信教育部の学生会）の役員などが有志となり、定期的
に地区別交流会「ふらっとルーム」を開催しています。学習やレポ
ート、科目修了試験、国家試験についてなど、さまざまな悩みに
ついて、在学生の先輩ならではのアドバイスが得られる機会とな
っています。

～卒業式・学位記授与式～
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新入学生オリエンテーション

入学前の疑問や不安を担当のスタッフに相談
新入学生用にオリエンテーション（説明会）を各地区
で開催します。入学後の学習計画を担当スタッフと
個別に相談しながら立てることが可能です。

学習のしおり ～ 導入版 ～

1年次入学生への『学習アドバイザー』制度

新入学生用冊子

学習ガイドブック 学習のしおり ～保存版～
各科目についての内容、参考文献、
レポート作成のポイントなど学習上
の“手引き”がなされた冊子です。

入学から卒業までの学習の進め方や
各種の手続きなど、学習を進める際
の必要事項が掲載されています。

スクーリングや科目修了試験の日程
や会場に加え、これらの申請時期や
締切日などが掲載されています。

インターネット上からレポート提出や
各種の申請・取消、資料の閲覧等が
行える学習支援システムです。

スクーリング・科目修了試験日程表 Chu-Navi（チューナビ）

機関誌「桐華」
隔月で発行される、機関
誌「桐華」では、スクーリ
ングや休日相談日の日
時についてなど、直近の
情報が掲載されます。

入 　 学 卒　　業修　　　　学

本学では１年次入学生の一人一人に向けて「学習
アドバイザー」を配置し、電話やメールの他、各地区
での学習相談会を通じ、学習に関わる様々な相談
に応じます。これにより、学生の皆さんが、通信教育
の環境に慣れ、自己管理する中で学習が進められ
るようサポートします。

総合オリエンテーション 学習計画の立て方や就職などの相談ができます。 学習相談会 
在学生対象のアンケートによると入学時に最も不安に感じることは「学習計画の立て
方」です。その不安を解消できるように、毎年の年度末（3月）には、「総合オリエンテー
ション」を開催しています。このオリエンテーションでは、履修相談やレポート学習、国
家試験対策等の学習相談の他、就職に関する相談など様々な相談を受け付けてい
ます。参加者は自由にブースを行き来して、相談することが可能です。

中部地区の各地域で定期的に学習相談会を開催。
通信教育での学習方法や資格取得について事務
局へ直接、質問や相談ができます。また、電話や
E-mailを使って学習アドバイザーに質問することも
可能です。

実習窓口
自宅の近くでの設定も可能な本
学の実習。当窓口ではそんな学
生の実習活動をサポートする
他、実習生との連絡調整や、情
報提供、国家試験対策講座の開
催などを行います。

国家試験対策講座
最終年次の在学生に向け、「国家試験対策講座」を実施。基礎講座からはじまるスクーリングやwebによ
る試験対策演習システムは、それぞれ段階を踏んでレベルアップできるようプログラムされています。

学習サポートツール

教員への質問 学習イベント

通信教育部事務課
通信教育部事務課は、学生の学習支援や成績管理事務を行います。履修相
談などはお電話・Chu-Navi（チューナビ）等で随時受け付けています。

事務局への質問・相談

相談受付日時 ※祝日は除く平日（月）～（金） 9：00～17：00

新入生・在学生交流会　
新入生と在学生の交流。
会食を通じた、新入生と在学生との交流
会を開催。卒業生も参加して、学内や業
界内の様々な情報交換が行われます。

『学習のしおり～導入版～』は、入学手続きと同時に
行う履修計画の立案方法や、学習の流れについて
要点を整理した入学ガイダンス用の冊子です。これ
により入学後の学習をイメージ
しながら、どの科目を履修した
ら良いかなどを把握します。

電話での履修相談・・・
新たな科目の登録や学習上の悩みなど、平日の勤務時間ではなか
なか相談できない人のために、定期的に”休日の学習相談日”を設
けて、電話等による学習サポートを行っています。

実習・国家試験

試験の全体像を捉え、今後
の学習アプローチを踏まえ
た対策に取り組みます。

基礎講座（6-7月）

重点科目のピックアップ、模
擬試験の実施等にて得点
力アップを目指します。

秋期講座（9-10月）

試験直前に適した要点学習
として最新情報、暗記項目
の確認等を行います。

直前講座（11-12月）

地区別交流会
「ふらっとルーム」

休日の学習相談

webによる試験対策演習システムで繰り返し学習支援
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入学区分と学士・資格取得について Ⅰ 入学区分と学士・資格取得について Ⅱ 

働きながら学ぶ 自分にあった学びのスタイルを

正 科 生

下記の単位以上を修得し、卒業することで学士の学位を得ることができます。また諸条件を満たすことで、本学が提供する資格取得が可能です。
3つの区分（基礎教育系Ⅰ、基礎教育系Ⅱ、専門教育系）のそれぞれにおいて卒業要件単位を満たす必要があります。

科目等履修生

取得できる資格／ 認定心理士※1

 スクールソーシャルワーク資格※2

　　　　　　　  中部学院大学アグリケアコース修了証
※1：大学の学士を有している必要があります。
※2：社会福祉士または精神保健福祉士と教員免許状の保有が条件です。

特 修 生 聴 講 生

大学入学資格を有していれば、在籍できます。また、学習した科目の単位は認定されます。

満18才以上の方であれば、大学入学資格を持たない方でも、1年間で
16単位以上を修得することで、本学通信教育部へ入学するチャンスが
得られます。例えば通信制の高等学校を卒業する場合より、時間と費
用が少なくてすみます。 また、正科生として入学後、特修生で修得した
単位は、上限20単位まで認定することができます。

学習した科目の単位は認定されませんが、生涯学習として、好きな科
目を学ぶことができます。 （一部の科目を除く）

3年次編入学時に「包括認定」として、一定の単位数を
認定します。卒業するためには、残りの単位を修得し
卒業要件単位を満たす必要があります。

1年次入学

3年次編入学

3年次編入学制度

○入学資格

大学入学資格を有している人。

○入学資格
大学·短期大学・高等専門学校・専修学校専門課
程・高等学校専攻科を卒業している人。又は大学に
2年以上在学し、62単位以上修得して退学した人。

4月入学

10月入学

○開講している科目を自由に選択して学ぶ
　ことができます。（一部科目を除く）

○履修できる科目に制限があります。
　詳細は募集要項にてご確認ください。

○精神保健福祉士コースプレ選抜制度が利用
　できます。
　 次年度の4月から「精神保健福祉士コース」に在籍（定員:80名）

　 することができます。

○卒業要件（1年次入学）
区　分

基礎教育系 I

合　　　計

基礎教育系 II

専門教育系

科　目　群

人間理解基礎科目
自己実現・自己表現関連科目
専門基礎科学科目

人間理解基礎科目
自己実現・自己表現関連科目
専門基礎科学科目

専門基幹科目
専門科目
実践・統合科目

卒業要件単位

20単位

24単位

80単位

124単位
（その内スクーリング学習30単位を含む）

○卒業要件（3年次編入学）
区　分

基礎教育系 I

基礎教育系 II

専門教育系

卒業要件単位

20単位

24単位

124単位

80単位

包括認定単位数

20単位

12単位

62単位

30単位

履修が必要な単位数

0単位

12単位

62単位
50単位

○社会福祉士・精神保健福祉士の受験資格取得
社会福祉士受験資格や精神保健福祉士受験資格が効率的に取得できるようにカリキュラムを設定しています。このため、これらの受験資格は、卒業に
必要な最低単位数124単位の範囲内で取得することが可能です。

社会福祉士

専門科目 共通科目 専門科目

27単位 35単位 29単位

62単位
精神保健福祉士

62単位 64単位

●社会福祉士と精神保健福祉士にはそれぞれ「専門科目」があり、「共通科目」は両資格共通の必修科目です。
●必要単位数と履修モデルは最小単位数を表記しています。

●3年次編入生は卒業に必要な単位数124単位のうち62単位が、編入時に単位認定されます。
　そのため、入学後62単位の修得で卒業が可能です。

※卒業要件単位は124単位
この内16～20
単位を認定

資格に必要な
単位

卒業+社会福祉士（受）
が取得可能

社会福祉士を目指す場合

特修生

◆履修モデル◆受験資格取得に必要な単位数

1年次
入学生

62単位 124単位で
卒業に必要な

単位
+ =

62単位
資格に必要な

単位
卒業+社会福祉士（受）
が取得可能

3年次
編入学生

2単位

16単位以上を取得

64単位で
卒業に必要な

単位
+ =

正科生として再入学する場合
科目等履修生として学んだ後、正科生として再入学する場合、科目等履修生で修得した単位は上限18単位
まで認定されます。このため正科生として入学後は、卒業要件を満たす単位が通常よりも少なくて済みます。

正科生で卒業まであと・・・

104～108単位！

保有資格による個別科目認定 対象となる資格を保有していることで、本学が指定する授業科目の単位が認定されます。

COLUMN

合　　　計
（その内スクーリング学習

16単位を含む）

- =

以下は、2022年度3年次編入学生を対象とした場合の一例です。2023年度からは新カリキュラムに対応した個別科目の認定が行われます。
詳細は、2023年度募集要項によりご確認ください。

保有資格

介護福祉士

看護師

保育士

合計6単位

合計8単位

合計4単位

「介護概論」「高齢者福祉論」「人間福祉論A」

「医学知識」「人間福祉論A」「人間福祉論B」「人間福祉論C」

「児童・家庭福祉論」「人間福祉論A」

認定単位 認定対象科目（個別認定）

※単位の認定には手数料がかかります。3年次編入学の場合は「包括認定単位」の内数として認定する科目がありますが、その場合は手数料がかかりません。
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通信教育の学び方・開講科目一覧

3つの学び方から構成される科目（履修形態）の単位修得について

R
「学習ガイドブック」に従って、教科書など
による学習をしてから「課題」を提出し、添
削や評価を受ける学び方です。「課題」に
はレポート形式や択一形式等があります。

レポート学習

S
スクーリング会場やオンライン等にて、担
当教員による授業を受けます。基本的に2
日間で行い、2日目の最後にスクーリング
修了試験が行われます。スクーリング修了
試験に合格すると単位が修得できます。

スクーリング学習

T
レポート（提出した課題）に合格すると受験
できる試験です。科目修了試験会場で受
験します。科目修了試験に合格すると単位
が修得できます。

科目修了試験

17Pへ 19Pへ 18Pへ

レポート学習

スクーリング学習

レポート・スクーリング併用学習

・RT科目
レポート
提出

科目
修了試験合 格

合 格

単位
修得

単位
修得

合 格 単位
修得合 格

単位
修得合 格

・S科目
スクーリング

●RT科目の主な科目／「医学知識」「介護概論」「公的扶助論」など

・RRT科目
レポート
提出 合 格 レポート

提出
科目

修了試験合 格 単位
修得合 格

●RRT科目の主な科目／「日本国憲法」「生命倫理」「ボランティア活動論」など

・RS科目
レポート
提出 合 格

●RS科目の主な科目「キリスト教概論」「社会福祉概論」「地域福祉論」など

・SR科目
レポート
提出

●SR科目の主な科目「課題研究I・ＩＩ」「心理学実験A・Ｂ」など

・SRS科目

合 格

●SRS科目の主な科目「総合研究」「卒業研究I・ＩＩ」など●S科目の主な科目
「法学入門」「スーパービジョン論」
「カウンセリング論」など

（修了試験含む）

スクーリング
（修了試験含む）

スクーリング

合 格スクーリング
（修了試験含む）

レポート
提出

単位
修得スクーリング

3つの学び方

通信制の大学では、自分で学習計画を立て、教科書を読み進
め、課題を提出して修了試験を受ける、という学習の進め方
が一般的です。
本学での学習は、大きく3つの学び方によって構成されており
その基本を理解すれば、自分の目的に向かって、スムーズに
学習を進めていくことができます。

How to learn

＜開講科目一覧＞

【卒業要件科目】

【非卒業要件科目】

基
礎
教
育
系
Ⅰ

人間理解基礎科目

専門基礎科学科目

自己実現
自己表現関連科目

スクールソーシャルワーク
中部学院大学アグリケア
に関する専門科目

1年次 2年次 3年次 4年次

基
礎
教
育
系
Ⅱ

専
門
教
育
系

人間理解基礎科目

自己実現
自己表現関連科目

専門基礎科学科目

専門基幹科目

レポート学習 スクーリング学習 レポート・スクーリング併用学習 実習

専門科目

実践・統合科目

スーパービジョン論

卒業研究Ⅱ

ソーシャルワーク実習

精神保健福祉実習

キリスト教概論

情報リテラシー入門

身体による表現活動（スポーツ実技）

言語による表現活動（コミュニケーション英語）

日本国憲法

法学入門

死生学

キリスト教福祉論

心理学

社会理論と社会システム

行政学

介護概論（2021カリキュラムより開講）

課題研究Ⅰ

課題研究Ⅱ

社会福祉概論

高齢者福祉論

ソーシャルワークの基盤と専門職

児童・家庭福祉論

精神医学

精神保健学

人間福祉論A・B・C

高齢者の心理

心理学研究法

福祉への心理学的アプローチ

農業実践

農福連携コーチング演習

農業の基礎

農業福祉論

スクールソーシャルワーク演習

スクールソーシャルワーク実習指導

スクールソーシャルワーク実習

倫理学の基礎

スポーツ科学論

生命倫理

ボランティア活動論

情報活用論Ａ

国際交流（2021カリキュラムより開講）

医学知識

経済学

　

障害者福祉論

地域福祉論

ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）

保健医療と福祉

社会福祉調査の基礎

権利擁護と成年後見制度

刑事司法と福祉

精神障害リハビリテーション論

精神保健福祉の原理

精神保健福祉制度論

社会保険とソーシャルワーク

障害者の心理

スクールソーシャルワーク論

心理学実験A

学習心理学

社会心理学

総合研究

ソーシャルワーク演習

精神保健福祉演習Ⅰ

ターミナルケア論

情報活用論Ｂ

　

社会保障論

公的扶助論

ソーシャルワークの理論と方法

ソーシャルワークの理論と方法（専門）

福祉運営管理論

精神保健福祉の理論と方法（専門）

リハビリテーション論

教育心理学

教育相談

心理学実験B

生理心理学

臨床心理学

カウンセリング論

卒業研究Ⅰ

ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ

ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ

精神保健福祉演習Ⅱ

ソーシャルワーク実習指導

精神保健福祉実習指導

1年次 2年次 3年次 4年次

１年次入学生は必修科目です。キ
リスト教主義大学の根幹に触れ
る機会であり、また自分自身の教
養が深まる科目です。

通信教育による学習を進める上でカギとなるレ
ポート作成。当科目は通信教育への導入科目と
して、どのようにしてレポート課題を捉え、教科
書を読み込み、レポートを作成するかを学びま
す。詳細はP20のコラムにて

当科目では心理学にお
ける各分野の基礎的な
実験実習を通し、心理
学の実験とはどういう
ものか、そして実験結
果はどうまとめるのか
等について学びます。

福祉系資格の取得に
おいて実習科目の履
修は必須です（実習免
除者は除く）。また実習
指導科目は単位修得
までに期間を要するの
で、入学後は早めに学
習を進めましょう。

スクールソーシャルワーク実習や卒業後の活用の機会を見据
え、スクールソーシャルワーカーとしてのスキルを事例やロール
プレイ等を通し体系的に学びます。

農場実習を通し、農作業に関する理解を深めるとともに、障害
者や高齢者が農作業を行う際にはどのような配慮が必要か、
といったリスクマネジメント等について学びます。

キリスト教概論

課題研究 I

心理学実験A・B

実践・統合科目

農業実践 スクールソーシャルワーク演習
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通信教育の学び方

Rレポート学習 T科目修了試験R T
「学習ガイドブック」を参考に、
教科書を学習してレポート作成。

1

担当教員が添削。

2

レポートが合格したら、
次のステップへ

3

科目修了試験へ

学習ガイドブック

スクーリングへ

レポート作成を通した学習が進められるように、
担当教員からのアドバイス等を掲載している冊
子が「学習ガイドブック」です。学習の進め方や、
教科書の読み方のポイント、課題添削ではどん
なところが評価されるのか等が丁寧に解説さ
れた“手引き書 ”になっています。

担当教員から当該科目の学習に関する、様々なアド
バイスが掲載。これにより学習ポイントを理解する。

学習ガイドブック 教科書

STEP STEP STEP

学習計画にメリハリをつける

レポート作成の準備

学習するにあたって、参
考にする文献や学習す
る上でのポイントなどを
紹介。

学習内容の概要を解説。

学習を進めるにあたっ
て、どこに主眼をおいて
学んでいけばいいかを
アドバイス。

課題に取り組む（レポートを作成する）

担当教員から、このレポ
ートの課題に関して、評
価するべきポイントを項
目ごとに触れています。

実際にレポートを作成す
る「提出課題」を掲載

学習ガイドブックの中面

レポートの評価ポイントを把握した上で、提出課題
に対するレポート作成を行う。

提出課題への取組み

学習ガイドブックの中面

レポート作成へと
学習を進めていく

本学独自の
スタイルで
学習をサポート

レポート学習に合格した後、科目の理解を確認する試験

●自分で決められる試験の時間割

科目修了試験は、各試験会場で受験します。提出課題と同様に科目によって「記述形式」 「択一形式」等で出題されます。
試験時間は60分で、その出題方法や参照物の有無などの情報は「学習ガイドブック」に記載されています。

科目修了試験の日程は
年6回で1回に5科目まで

受験可能。

年6回
5科目／1回

日程選択や受験時限は
都合に合わせて
設定可能。

受験時限自由
日程選択

●1日に5科目まで受験可能
●全会場ですべてのレポート
　学習の科目が受験可能

（1）9：30～10：30 （2）10：50～11：50

心理学Aさんの場合

Bさんの場合

Cさんの場合

Dさんの場合

高齢者福祉論 教育相談

スポーツ科学論 心理学

心理学 カウンセリング論 教育心理学 教育相談 高齢者福祉論

（3）12：40～13：40 （4）14：00～15：00 （5）15：20～16：20

COLUMN

修了試験 （科目修了試験とスクーリング修了試験）

修了試験は学習目標の達成度を確認するための試験で、本学では「科目修
了試験」（上記）と「スクーリング修了試験」があります。「スクーリング修了試
験」とは、スクーリング最終日にスクーリング会場内にて実施する試験です。
通常、科目の履修形態にはどちらかの修了試験が組まれており、当該試験
に合格することで単位が修得できます。

本学（関・各務原）会場、 高山会場、 名古屋会場
金沢会場、 松本会場、 京都会場、 浜松会場、 津会場
福井会場、 富山会場、 大阪会場、 甲府会場

※会場によっては一部の日程のみ

年6回
【4月、 6月、 8月、 10月、 12月、 2月】のうち
指定の日曜日に実施

※4月は本学（各務原）、名古屋、金沢、大阪会場のみで実施

科目修了試験の会場 科目修了試験の日程
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通信教育の学び方

SSスクーリング学習 スクーリング形式

アクセスの良い会場を選んで、
スクーリング受講が可能。

少人数教育で行われるため、
教員との距離も近く学習効果が高い。

仲間づくりも進み、学生同士で
様々な情報の共有ができる。

好アクセス 少人数 情報共有

スクーリング

スクーリング学習とは、スクーリング会場やオンライン等にて、担当教員から対面で授業を受ける学習方法です。集中力が持続しやすい、
学習意欲が高まる、講師に直接質問することで疑問点もその場で解決できる、同じ志をもつ仲間との交流が育まれる、といった多くのメリットが享
受できるため、本学では種々の科目において配置しています。　　

スクーリングタイプ

スクーリングは1科目より受講可能です。
1科目のスクーリングは、原則として2日
間実施。スクーリングの期間は「週末型」
と「平日型」と2タイプがあり、仕事やライ
フスタイルに合わせて自由なスクーリン
グプランが組み立てられます。
（「週末型」と「平日型」の併用も可能）

週末の土曜日・日曜日の2日間でスクーリングを実施しま
す。また全スクーリングが週末を利用して受講できます。

21Pへ

週末型
「分散」

2日間（1科目）のスクーリングを同じ週に数科目連続させ
て設定してあります。1週間で3科目程度のスクーリング受
講が可能です。（「集中型」スクーリングは夏季（8月）及び冬季（2月）に実施）

平日型
「集中」

履修形態の選択ができる科目

本学の特色ある学び方

会場またはオンラインでのスクーリング

一部の科目は履修形態が選択できるように設定されていま
す。以下の科目では、「レポート学習」と「スクーリング学習」の
いずれかの履修形態を選択することができます。

レポート学習

レポート・スクーリング併用学習
心理学選択可

レポート学習

スクーリング学習

高齢者福祉論
障害者福祉論
児童・家庭福祉論
スクールソーシャルワーク論
社会理論と社会システム

選択可

面接授業

動画を視聴するオンデマンドでのスクーリング

一般的なスクーリング形式であり、担当教員から対面で授業を受けます。本学では、連続する2日
間で集中的にスクーリングを実施します。同じ資格を志す仲間と出会い、励まし合いながら目標
に向かうことができたり、また教員を含め人脈を広げたりする機会にもなります。

放送授業

インターネットを介して動画視聴するオンデマンド型のスクーリングです。24時間いつでも自宅で
受講することができます。また、期間内であれば、何度でも繰り返して講義を視聴することができ、
科目修了試験はもちろん、国家試験に向けても理解を深めることができます。

●スクーリングは、1限70分授業、1日7～8限から
　なる集中講義の形式で行われます。
学習の要点を集中的に学べ、学習効果も高まります。
（第1日目は第8限まで、第2日目は第7限まで実施。第2日目の最終時限はスクーリング修了試験）

●年間では4回程度（8～10日間程度）の
　スクーリング受講が必要です。

（3年次編入学生は入学時に14単位が包括認定されるため、16単位分のスクーリング受講で卒業）

授業時間

●卒業に必要なスクーリング単位数は30単位。
1年次入学→30単位。3年次編入学→16単位。
スクーリングは主に2単位を2日間※で修得します。※科目により異なる

卒業に必要なスクーリング

COLUMN

少人数形式の授業で、レポート学習や
スクーリングへの理解を深める。

「課題研究I」は、1クラス20名程度の少人数クラスにより授業を展開する通信教育部の導入科目
です。通信教育での学びの“コツ”を掴むために最適な授業となっています。

“読む力”“書く力”“まとめる方法”など通信教育にお
いて軸となるレポート学習を行う上で必要な基礎能
力を養います。

全学生卒業必修科目

課題研究 I

少人数形式で「読む力」「書く力」「まとめる方法」等を養う

●レポート学習に向けて
新入学生のみなさんに学習計画の立て方を説明し
ます。また、学習アドバイザーから学習を進める上で
の“コツ”を紹介します。

●オリエンテーション
年度始めに少人数で開講する「課題研究Ⅰ」のスク
ーリングを受講すれば、同じ目標をもつ仲間との出
会いや交流が生まれます。

●仲間づくり・情報の共有

コロナ禍における会場でのスクーリングは、オンライン型に切り替えることで、受講者の不
要不急な外出を控え、かつ学びの進行を妨げることなく運営されました。
2022年度からは一部の科目でオンライン授業が標準配置されており、学習環境の充実度
がより一層高まりました。

オンラインによる面接授業
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スクーリング会場と科目修了試験会場

ライフスタイルに合わせた受講や受験が可能です。

東海エリア

本学（岐阜）会場
すべてのスクーリングが本学で受講可能

東海エリア

名古屋会場
社会福祉士指定科目、精神保健福祉士指定科目の
すべてのスクーリングが名古屋（週末日程）で受講可能

東海エリア

浜松会場
社会福祉士指定科目の80％が浜松で受講可能

関西エリア

大阪会場
社会福祉士指定科目（実習関連科目を除く）
すべてのスクーリングが大阪で受講可能

北陸エリア

金沢会場
社会福祉士指定科目ほとんどのスクーリングが
北陸エリアで受講可能

社会福祉士および精神保健福祉士の指定科目とスクーリング会場別の開講状況について（2022年度実績） 

社会福祉概論
高齢者福祉論
障害者福祉論
児童・家庭福祉論
社会保障論
地域福祉論
ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）
ソーシャルワークの理論と方法（専門）
精神保健福祉の原理
ソーシャルワーク演習
ソーシャルワーク演習（専門）Ⅰ
ソーシャルワーク演習（専門）Ⅱ
ソーシャルワーク実習指導〔オリエン〕
ソーシャルワーク実習指導〔事前指導〕
精神保健福祉演習Ⅰ
精神保健福祉演習Ⅱ
精神保健福祉実習指導〔オリエン〕
精神保健福祉実習指導〔事前指導〕

※3年次配当科目は、2023年度より開講

※3年次配当科目は、2023年度より開講

※3年次配当科目は、2023年度より開講

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
　
●

●
●

●
●

●
●
●
●
　

資　格
科 目 名

会　場
社士 本学 名古屋 金沢 大阪 浜松 甲府 松本精神

会場での面接授業 放送授業オンラインでの面接授業 ※2023年度以降に変更する場合があります。

放送授業 自宅で受講できる

放送授業を
5科目配信！！
●高齢者福祉論　　　●社会保障論
●障害者福祉論　　　●地域福祉論
●児童・家庭福祉論

金沢会場

松本会場

浜松会場

名古屋会場

大阪会場

本学会場
甲府会場

富山会場

高山会場

津会場

福井会場

京都会場

2022年度実績
本学会場以外のスクーリングや科目修了試験の会場は、公的会場や専門学校等の校舎をお借りします。

スクーリング会場
科目修了試験会場

●本学（岐阜）会場
中部学院大学（関キャンパス・各務原キャンパス）
〔関キャンパス〕関市桐ヶ丘2-1
〔各務原キャンパス〕各務原市那加甥田町30-1

●名古屋会場
フジコミュニティーセンター
名古屋市中村区黄金通1-18　◆地下鉄中村区役所駅から徒歩2分

●大阪会場
新大阪丸ビル新館
大阪市東淀川区東中島1-18-27　◆新大阪駅から徒歩2分

●金沢会場
石川県文教会館
金沢市尾山町10番5号　◆金沢駅からバス約10分◆南町バス停から徒歩2分

●松本会場
松本市駅前会館
松本市深志2-3-21　◆松本駅から徒歩10分

●浜松会場
専門学校浜松医療学院
浜松市浜北区貴布祢232-3　◆遠州鉄道浜北駅から徒歩5分

●甲府会場
専門学校甲府医療秘書学院
甲府市幸町18-12　◆甲府駅からバスで約15分

●富山会場
富山県民会館
富山市新総曲輪4番18号　◆富山駅から徒歩10分

●福井会場
フェニックスプラザ
福井市田原1-13-6　◆福井駅から福井鉄道田原町駅下車（約10分）

●高山会場
飛騨地域地場産業振興センター
高山市天満町5丁目1-25　◆高山駅から徒歩4分

●京都会場
京都テルサ
京都市南区東九条下殿田町70番地　◆地下鉄九条駅から徒歩5分

●津会場
三重県教育文化会館
津市桜橋2-142　◆津駅から徒歩5分

※会場は2022年度の実施計画に基づく参考例です。
　日程等により会場は変更となる場合があります。

主なスクーリング会場／科目修了試験会場 主な科目修了試験会場
中部圏を中心に展開するスクーリングおよび科目修了試験の会場は、主要駅近く（原則、徒歩圏内）に配置され、またこれらの授業や試験は主に週末
の土日に開催されるなど、「通いやすい会場」となっています。さらにスクーリングにおいては、インターネットによるオンライン授業や、動画を視聴する
放送授業を併用することで、より効率性の高い学習が可能となります。
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実習について

社会福祉士や精神保健福祉士養成課程における実習では、これまで学んだ知識や技術の習熟度を確認しながら、現場での体験を通して実践に対す
る総合理解を深めることができます。各養成課程の実習科目は以下の通りとなります。

○受験資格の取得には各実習科目の単位修得が必要です。

COLUMN

実習科目の履修免除
本学入学までに厚生労働省が定める施設で
1年以上の相談援助業務に従事している（していた）者で

精神保健福祉士実習の一部免除
社会福祉士養成課程における実習履修者は、
精神保健福祉士養成課程の実習が一部免除になります。

社会福祉関連の実務経験を有する場合・・・ ●社会福祉士養成課程における実習履修者は・・・
◆A群・・・精神科医療機関での実習（12日間〔92時間〕）
◆B群・・・施設等での実習（8日間〔62時間〕）

●社会福祉士養成課程における実習及び同実習指導の科目が履修免除。

精神保健福祉関連の実務経験を有する場合・・・
●精神保健福祉士養成課程における実習及び実習指導の科目が履修免除。

実習科目の履修免除に関する申請書類が必要な方は、通信教育部事務課まで請求（無料）してください。

B群の「施設等」での実習期間が8日間（61時間）免除になります。

◆社会福祉士養成課程【ソーシャルワーク実習】　　◆精神保健福祉士養成課程【精神保健福祉実習】 ■ソーシャルワーク実習および精神保健福祉実習の流れ

ソーシャルワーク実習

主
な
実
習
先

実
習
時
間

246時間（32日間）以上

機能が異なる２施設とは異なるサービスの提供※1や　異なる対象者※2に対してサービスを提供している施設や
事業所のことをいいます。

機能の異なる
2施設での
実習が必要です。

※1　例えば、病院と身体障がい者福祉センター、社会福祉協議会と救護施設など
※2　例えば、認知症グループホームと障害者グループホームなど 

※当該資格の取得過程において、「実務経験による実習免除」が適用された場合など、
「実習科目の単位を修得していない方」は、実習時間の一部免除「対象者」とはなりません。

●実習時間の一部免除について
介護福祉士や精神保健福祉士それぞれの養成課程における実習科目履修者が
社会福祉士の養成課程において実習を行う場合、62時間を上限に実習が免除さ
れます。 

◆社会福祉関係施設
【特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、障がい者支援施設、児童養護施設、その他】

◆社会福祉行政機関 
【福祉事務所、児童相談所、身体障がい者更生相談所、その他】

◆その他
【社会福祉協議会、その他】

★実習の開始から終了まで

ソーシャルワーク実習IIでは、実習日数（184時間
以上）を4つのユニット（1ユニット：46時間以上、6
～7日間）として設定し、運用します。

184時間（24日間）以上
※日数は1日の実習時間により異なります。

30日間

※ソーシャルワーク実習I（62時間以上）や精神保健福祉士養成課程の各施設で行う実習のスタイルは
　「連続スタイル」のみとなります。

一定期間（最小単位は1ユニット）
連続して実習日程を設定するスタイル

例 例

連続スタイルA

実
習

休
日

実
習

休
日

実
習

休
日

実
習

12ヶ月以内

一定期間（最小単位は1ユニット）
分割して実習日程を設定するスタイル

（ユニット間は6ヶ月以内）

分割スタイルB

1
ユニット

1
ヶ
月

2
ユニット

5
ヶ
月

3
ユニット

2
ヶ
月

4
ユニット

★ソーシャルワーク実習IIの日程設定には2種類のスタイルがあり、これを選択します。

1ユニット 46時間
（6～7日間）

2ユニット 46時間
（6～7日間）

3ユニット 46時間
（6～7日間）

4ユニット 46時間
（6～7日間）

実習に向けた学び 課題提出
オリエンテーションスクーリング

実習先を決める 「自分が何を学びたいか」を
考え実習先を決める

実習希望先への連絡 実習先への連絡と調整

事前学習・実習計画
事前指導スクーリング
実習の目的を理解し、
実習先のことを知る実習計画書の作成

事前訪問 実習先の確認と理解
実習指導者との打ち合わせ

実習開始
実習記録を書く
実習指導者・巡回指導教員から
実習スーパービジョンを受ける

実習終了 「実習報告書」を書き、
実習のまとめを行う

事後指導スクーリング

主
な
実
習
先

実
習
時
間

215時間（28日間）以上

92時間（12日間）以上 123時間（16日間）以上

◆精神科医療機関A群
病院または診療所の内、精神病床を
有するものまたは精神科もしくは心療内科広告
しているものを含む

+
◆障害福祉サービス事業を行う施設
◆精神保健福祉センター
◆市町村保健センター・保健所
◆地域活動支援センター　
◆その他

B群

※〔A群〕の医療機関で92時間以上、〔B群〕の施設等で123時間以上の実習時間が必要。

種別の異なる
2施設での
実習が必要です。

※精神保健福祉実習／精神保健福祉援助実習はA群とB群両方で実習を行うことが必要。
※B群：精神障害者にサービスを提供する部署/事業所であることが必要。

精神保健福祉実習

※2つの施設において
①62時間（8日間）以上（ソーシャルワーク実習I）
②184時間（24日間）以上（ソーシャルワーク実習II）
　の実習時間が必要

ソーシャルワーク実習II

■実習免除申請について

本学より指定施設を含めた実習先紹介等のサ
ポートが行えるのは中部地区が中心となりま
す。中部地区以外にお住まいの方については、
本学からのサポートを受けながらお住まいの居
住地域にて実習先を開拓することが可能です。
（法律上の要件を満たす施設に限る。）
なお、基本的には学生の皆さんご自身で実習
先より受入れの内諾を得ていただきますが、そ
れが難しい場合には、本学のサポートを受ける
ことができます。

実習先の選定について

Support

実習期間中に学生の実習先に出向き、実習先
の指導者との連携や実習生のサポートを行い
ます。実習期間中はユニット毎に巡回指導を行
います。

巡回指導教員の派遣

Support

教務課実習担当や、通信教育部の教職員が常
に相談やサポートに応じる体制を整えています。

相談窓口の常設

Support

●1年次入学生
　　　　→3年生から　

●3年次編入学生
　　　　→4年生から

実習開始時期（目安）
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Chu-Navi（チューナビ）は学生のみなさんの学習を支援する通信教育部の学生支援（web）システムです。
3つの構成（ログイン画面、HOME、UniVision）からなるチューナビは、様々な状況に応じた”つながるツール”としての機能があります。
「顔の見える通信教育」を目指す本通信教育部では、web環境においても学生のみなさん一人ひとりとの繋がりを大切にします。

学習支援システム

Chu-Navi ～ 人とつながる学習支援システム ～（インターネットの活用）

Chu-Naviの便利なメニューチューナビ

【3つの構成について主な機能】

簡単
便利

パソコンやインターネットが苦手な方は、郵送による課題提
出や各種申請手続きをご利用ください。また「学習ガイドブッ
ク」などの教材は冊子版から確認することができます。
※郵送対応を希望する場合は8,000円（年間）の手数料が必要です。

基本メニュー

UniVision基本機能（PICK UP）

ログイン画面 Chu-Navi（チューナビ）トップページ（HOME画面）

パソコンができなくても安心です。

インターネットが苦手な方は
郵送で対応します

＜ログイン画面＞

①緊急情報は、ログイン画面に
　表示されます。
②ユーザーID、パスワードの入力により
　Chu-Navi（チューナビ）の
　トップページに移ります。

＜ChuNaviトップページ＞ ＜UniVision＞
①大学からのお知らせ、アンケート
　依頼の受け取り
②教員や事務局への質問や
　問い合わせとFAQ集の閲覧
③各種の教材や届出フォーマットの
　ダウンロード　ほか

①webからのレポート提出と添削結果の
　受け取り
②スクーリング申請、取消、試験結果の確認
③科目修了試験の申請、取消、試験結果の確認
④科目の履修登録および履修状況の確認
⑤その他、レポート表紙印刷などの事務手続き　ほか

アンケート 質問票

通信教育部より依頼するアンケ
ートが掲載されています。アンケ
ート調査の対象となる方はここか
ら回答します。

各科目（授業）や事務手続きなど
について質問をすることができま
す。また質問の公開もできるので
他の学生との情報共有が図られ
ます。

FAQ 資料・各種届出

学生の皆さんからの問い合わせ
が想定されるものについては、こ
のカテゴリーであらかじめ確認
することができます。

大学で作成した補助教材や大学
からの連絡文、機関誌、実習関係
資料などを閲覧することができま
す。また各種手続きに必要な届出
のフォーマットをダウンロードする
ことができます。

レポート提出は、オンラインで24時間いつでも提出可能！
提出期間は毎月1日～7日。

A B

C D

①レポート提出

web上でスクーリングの申請や出席取消ができます。
また、スクーリング修了試験の結果も確認できます。

②スクーリング申請

web上で科目修了試験の申請や取消ができます。
また、科目修了試験の結果も確認できます。

③科目修了試験申請一覧

科目の履修状況などがチェックできます。これにより
今後の学習スケジュールを見通すことができます。

④学習状況照会

学習支援システム『Chu-Navi』は、スマホ・タブレットでの操
作・閲覧が可能です。よってスクーリングや科目修了試験の
申請や取消、学習ガイドブック等の資料閲覧ができます。

スマホ・タブレットについて

学習支援システム『Chu-Navi』の
環境について

Menu
HOME|ログアウト

基本情報

履修・修得科目

履修登録確認表

卒業等判定結果

教職等資格課程履修

学習状況照会

レポート表紙印刷

レポート提出

レポート情報一覧

最終レポート表紙印刷

最終レポート提出

最終レポート情報一覧

スクーリング申請

スクーリング情報一覧

科目修了試験申請一覧
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学費について 奨学金・学費減免について

●単位制学費の特徴

●実習費等

◆ソーシャルワーク実習費（67,000円）実習委託費（48,000円）　

◆精神保健福祉士実習費（59,000円）実習委託費（42,000円）
◆心理学実験科目履修費（20,000円／1科目）
◆スクールソーシャルワーク実習費（10,000円）

◆12科目30単位履修 150,000円
◆基本授業料  31,000円

年に1回、一定金額に調整することも可能

単位制学費システム

単位制学費とは、履修する科目数やスクーリング数に応じて学費を支払う方式のことをいいます。本学では、単位制学費の特徴をいかして、履修登録
回数や履修有効期間を柔軟に設定しています。

実習費は社会福祉士受験資格や精神保健福祉士受験資格などの資格取得を目指す場合に必要となる費用です。
実習費は実習科目を履修する際に納入が必要となります。

●その他
◆郵送対応手数料（8,000円）
◆「桐華会」年会費・単位認定手数料・同窓会「桐友会」加入費・再試験料等

履修（登録）する科目の単位数によって、学費が異なってきます。履修科目数を調整することで支払う学費を春期と秋期に分散させることができます。

受講する科目に応じて学費を納入すれば
よいので一人ひとりの生活スタイルにあ
わせ、無理や無駄のない学習プランが組
み立てられます。

例えば卒業に必要な全科目（124単位）を
4年間で修得した場合と5年間で修得した
場合、履修授業料は大きく変わりません。

学費区分 正科生 科目等履修生
聴講生・特修生

選考料

入学金（入学時）

授業料
基本授業料（年額）

履修授業料（1単位）

スクーリング料（1単位）

その他、諸費用

10,000円

20,000円

31,000円

5,000円

5,000円

教科書代・実習費等

10,000円

10,000円

10,000円

5,000円

5,000円 5,000円
／1単位

※上記の学納金等は、若干の改訂が行われることがあります。

自分のペースで学費を支払うことが可能！

A
さ
ん
の
場
合

1年目

◆12科目30単位履修 150,000円
◆基本授業料  31,000円2年目

◆6科目15単位履修（春期） 75,000円
◆6科目15単位履修（秋期） 75,000円
◆基本授業料  31,000円

登録機会は年2回！春期・秋期に学費を分散

B
さ
ん
の
場
合

1年目

◆6科目15単位履修（春期） 75,000円
◆6科目15単位履修（秋期） 75,000円
◆基本授業料  31,000円

2年目

◆24科目60単位履修 300,000円
◆基本授業料  31,000円

2年目は履修授業料0円に設定可能

C
さ
ん
の
場
合

1年目

◆基本授業料  31,000円2年目

★履修科目の有効期限は2年間

＜その他の奨学金制度など＞

日本学生支援機構奨学金 スクーリングに出席する正科生を対象に日本学生支援機構が奨学金を貸与する制度があります。

正科生で一定の条件（年間所得が基準以下等）に合致する場合は、
勤労者学生控除の適用を受けることができます。所得税の控除

経済状況や成績等の一定条件を満たす正科生の方が対象となります。
授業料等の減免上限は年間130,000円です。

学生教育研究災害傷害保険 不慮の事故等による被害を受けた場合の措置として学生教育研究災害傷害保険に加入しています。

高等教育の
修学支援制度

学割の発行 スクーリングや科目修了試験などで、公共交通機関を利用する場合、
一定の条件を満たしていれば旅客運賃の割引を受けることができます。（諸条件あり）

自治体によっては、母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援する制度を設けています。
詳しくは、お住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

母子家庭自立支援給付金及び
父子家庭自立支援給付金事業

特別郵便料金 「提出課題」の提出や学習に関する「質問票」を大学に郵送する場合は、
第4種郵便料金の適用を受け、15円（100gまで）で送付することができます。

中部学院大学通信教育部の奨学金・学費減免

新入生紹介・推薦制度
入学金が減免されます

①本学通信教育部の卒業生
　または在学生から紹介を
　受け入学する場合
②福祉施設等の施設長から
　推薦を受け入学する場合
　入学金が免除されます。

本学院卒業生に
対する入学金・
選考料減免制度

中部女子短期大学（現：中
部学院大学短期大学部）
など、本学院の卒業生が
入学する場合は、入学金
や選考料が免除されます。

学 費 減 免

奨学金申請者のうち人物・
成績が優秀な学生（正科
生）に対し、奨学金（50,000
円／年額）を給付します。
（申請要件あり）

通信教育託児費用
援助奨学金

通信教育
一般奨学金

成績優秀者に対する奨学金

未就学児を有料の託児サ
ービスに預けてスクーリン
グ（実習含む）受講する学
生（正科生）に対し、費用を
補助します。

奨 学 金

COLUMN
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さらに詳しく・・・

A.教科書代や実習費などです。教科
書代は履修科目数に応じますが、年間

平均30,000円が目安となります。

Q.その他の諸経費は？

A.単位制学費のため学生により
異なりますが、次のような目安で
計算できます。

Q.年間の学費は？

卒業に必要な単位数〔（）内はスクーリング単位数〕
=124単位（30単位）

124単位（30単位）÷4年=31単位（約8単位）

〔履修授業料〕　 31単位×5,000円=155,000円
〔スクーリング料〕 8単位×5,000円= 40,000円
〔基本授業料〕　 年　　額　　　  = 31,000円

〔履修授業料〕〔スクーリング料〕〔基本授業料〕の合計=226,000円

これを4年で割ると

学費に換算すると

【年間学費】

本学院卒業生に
対する入学金・
選考料減免制度を
活用した方の声

私は福祉に関わる仕事を20年間続けました。その業務や自分自身の子育
てから、幼少期に「生きる力を身につける」ことや「信頼感、自己肯定感を
育む」ことの大切さを感じました。これらの経験は“生きづらさ”を抱える子
どもたちの未来のために「もっと何かできないか」という想いに至り、そ
れは「社会福祉士資格の取得をめざす」ことに繋がりました。通信教育部
での学習を通して、”生きづらさ“を抱える子どもや保護者に寄り添い、支
援できる対人援助の力を身につけたいと思います。

下野　忍　さん

1998年度 中部学院大学短期大学部 卒業
2022年度 通信教育部 3年次編入学
社会福祉士コース　所属
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施設案内 アクセスマップ

電車でのアクセス

コミュニケーションホール
「ポローニア」（学食）

学生生活を充実させる、さまざまな施設があります。

本学「関キャンパス」でスクーリング
が開講される時に、利用できます。

施設案内

至藍川橋

関山田 関I.C.
至美濃加茂

桐が丘
幼稚園

おがせ池

おがせ町
至美濃加茂
至犬山名鉄各務原線名鉄各務原

市役所前駅
市民公園前駅岐阜各務原I.C.

至愛岐大橋至一宮JCT至一宮

至大垣

岐南インター

岩戸トンネル

●
タカケン

JR高山本線蘇原駅那加駅

いちょう通り

南ヶ丘
保育園

○文関商工高校
○文関特別支援学校

○文中濃特別支援学校

○文各務原高校

東
海
北
陸
自
動
車
道

江
南
関
線

百年公園

岐阜関CC

関
キャンパス

各務原
キャンパス

至金沢・富山

至敦賀・福井

至京都

米原JCT

一宮
JCT

小牧JCT

名古屋
IC

土岐JCT

豊田JCT

豊橋

浜松

至静岡

四日市JCT

至京都

新名神

津

名古屋南
JCT

名鉄
犬山線

名神高速道路

岐阜羽島

関IC

浜松IC三ヶ日IC
豊川IC

美濃・関JCT

★
美濃太田

至長野

中央自動車道

新東
名高
速道
路

至富山

米原

北
陸
自
動
車
道

東
海
北
陸
自
動
車
道

東
海
環
状
自
動
車
道

東
名
高
速
道
路

東
名
阪
自
動
車
道

JR関
西
本
線

J
R
東海本線

J
R
東海道新幹線

近
鉄
名
古
屋
線

J
R
高
山
本
線

岐阜

名古屋

犬山

★ 各務原キャンパス

関キャンパス

伊勢湾岸自動車道

東海道本線 

スクールバス 40分

名鉄名古屋本線
20分

JR高山本線 7分

名鉄各務原線
11分 徒歩 5分

徒歩 15分18分

車でのアクセス
関キャンパス
通信教育部事務課

各務原キャンパス

名神 25分 東海北陸自動車道 13分 東海北陸自動車道 10分

10分

3分

名古屋I.C. 一宮I.C. 岐阜各務原I.C. 関I.C.

JR・名鉄 名古屋駅
JR岐阜駅

名鉄岐阜駅

関キャンパス
通信教育部事務課

各務原キャンパス

JR那加駅

各務原市役所前駅

＜関キャンパス＞
〒501-3993 岐阜県関市桐ヶ丘二丁目1番地
＜各務原キャンパス＞
〒504-0837 岐阜県各務原市那加甥田町30-1

●JR新快速
　・名古屋駅から岐阜駅まで 最短18分

●東海北陸自動車道
　・名古屋駅前→関キャンパス 約50分
　・金沢駅前→関キャンパス約2時間30分

TOPIC

TOPIC

キャンパス
周辺

広域図

SEKI CAMPUS

コンビニ
本学「関キャンパス」内にはコンビニ
が設置されています。通信教育部生、
通学課程の学生問わず、ご利用いた
だけます。

SEKI CAMPUS

SEKI CAMPUS SEKI CAMPUS

SEKI CAMPUS

学びの森
キャンパスに隣接する潤い豊かな
「学びの森」。市民の方々と学生を結
ぶ緑豊かなリラックススペースです。

KAKAMIGAHARA CAMPUS

ラーニングコモンズ
ラーニングコモンズとは、学生が自
由に利用できる自主学習のための
空間です。有効活用して、仲間ととも
に学びを深めてください。

附属図書館
通学課程の学生と同様に、附属図書
館（関キャンパス、各務原キャンパス）
の利用が可能です。直接図書館に来
館できない場合は、図書を自宅まで
郵送するサービス（送料自己負担）
を行っています。電話、FAXやメール
での相談もお気軽にどうぞ。

キャリア支援センター

●キャリアアップ相談
●就職相談
●進学相談

キャリア支援センターでは、就職相
談など、総合的なキャリア支援活動
を通して通信教育部生のキャリアア
ップを支援します。

KAKAMIGAHARA

SEKI




