〇「公認⼼理師となるために必要な科目」に関する本学カリキュラム振替確認表
⼼理科学部で対応する科目

法第7条第1号及び第2号の省令で定める科目

H14-17年度

H18-20年度

H21-26年度

H27年度

H28 - 29年度

1. 公認⼼理師の職責

I （3科目以上）

Ⅱ（4 科目以上）

Ⅲ

2. ⼼理学概論

⼼理学I、⼼理学Ⅱ、⼼理学の歴史

⼼理学I、⼼理学Ⅱ、⼼理学の歴史

⼼理学I、⼼理学Ⅱ、⼼理学の歴史

⼼理学I、⼼理学Ⅱ、⼼理学の歴史

⼼理学I、⼼理学Ⅱ、⼼理学の歴史

3. 臨床⼼理学観論

臨床⼼理学
⼼理学研究法Ⅰ、⼼理学研究法Ⅱ、

臨床⼼理学
⼼理学研究法Ⅰ、⼼理学研究法Ⅱ、

臨床⼼理学
⼼理学研究法Ⅰ、⼼理学研究法Ⅱ、

臨床⼼理学
⼼理学研究法Ⅰ、⼼理学研究法Ⅱ、

臨床⼼理学
⼼理学研究法Ⅰ、⼼理学研究法Ⅱ、

5. ⼼理学統計法

⼼理学研究法Ⅲ
基礎統計学、⼼理情報処理

⼼理学研究法Ⅲ
基礎統計学、⼼理情報処理

⼼理学研究法Ⅲ
統計学、⼼理情報処理

⼼理学研究法Ⅲ
統計学、⼼理情報処理

⼼理学研究法Ⅲ
統計学、⼼理情報処理

6. ⼼理学実験

⼼理学基礎実験

⼼理学基礎実験

⼼理学基礎実験

⼼理学基礎実験

⼼理学基礎実験

7. 知覚・認知⼼理学

思考⼼理学

思考⼼理学

思考⼼理学

思考⼼理学

思考⼼理学

8. 学習・⾔語⼼理学

学習⼼理学、⾔語⼼理学、⾏動学

学習⼼理学、⾔語⼼理学

学習⼼理学、⾔語⼼理学

学習⼼理学、⾔語⼼理学

学習⼼理学、⾔語⼼理学

9. 感情・⼈格⼼理学

⼈格⼼理学、⾃我⼼理学

⼈格⼼理学、⾃我⼼理学

⼈格⼼理学、⾃我⼼理学

⼈格⼼理学、⾃我⼼理学

⼈格⼼理学、⾃我⼼理学

10. 神経・⽣理⼼理学

⽣理⼼理学、神経⼼理学
社会⼼理学、

⽣理⼼理学、神経⼼理学
社会⼼理学、

⽣理⼼理学、神経⼼理学
社会⼼理学、

⽣理⼼理学、神経⼼理学
社会⼼理学、

⽣理⼼理学、神経⼼理学
社会⼼理学、

11. 社会・集団・家族⼼理学

グループダイナミクス、

グループダイナミクス、

グループダイナミクス、

グループダイナミクス、

災害⼼理学、

災害⼼理学、環境⼼理学
発達⼼理学I、発達⼼理学Ⅱ、

災害⼼理学、環境⼼理学

災害⼼理学、環境⼼理学

災害⼼理学、環境⼼理学

環境⼼理学

発達⼼理学I、発達⼼理学Ⅱ、

発達⼼理学I、発達⼼理学Ⅱ、

発達⼼理学I、発達⼼理学Ⅱ、

発達⼼理学I、発達⼼理学Ⅱ、

⽼年⼼理学、発達環境創造論

⽼年⼼理学、発達環境創造論

⽼年⼼理学、発達環境創造論

⽼年⼼理学

4. ⼼理学研究法

12. 発達⼼理学

発達⾏動学、⽼年⼼理学、

13. 障害者・障害児⼼理学

発達環境創造論
発達臨床⼼理学、障害者⼼理学
臨床⼼理アセスメント演習、

発達臨床⼼理学、障害者⼼理学
臨床⼼理アセスメント理論、

発達臨床⼼理学、障害者⼼理学
臨床⼼理アセスメント理論、

発達臨床⼼理学、障害者⼼理学
臨床⼼理アセスメント理論、

発達臨床⼼理学、障害者⼼理学
臨床⼼理アセスメント理論、

臨床⼼理アセスメント理論
カウンセリング

臨床⼼理アセスメント演習
カウンセリング

臨床⼼理アセスメント演習
カウンセリング

臨床⼼理アセスメント演習
カウンセリング

臨床⼼理アセスメント演習
カウンセリング

18. 教育・学校⼼理学

教育⼼理学、学校臨床

教育⼼理学、学校臨床

教育⼼理学、学校臨床

教育⼼理学、学校臨床

教育⼼理学、学校臨床⼼理学

19. 司法・犯罪⼼理学

異常⼼理学

異常⼼理学

異常⼼理学

異常⼼理学

（2科目以上、25 に 14. ⼼理的アセスメシト

ついては時聞を間わない）
Ⅳ（ 2科目以上、ただし、
16を⼼理関連科目Vとして
修める場合、17〜20で
2科目以上）

V （21または22、

15.⼼理学的⽀援法
16. 健康・医療⼼理学
17. 福祉⼼理学

20. 産業・組織⼼理学

21. ⼈体の構造と機能及び疾病

または16）
22. 精神疾患とその治療

⽣理学、解剖学、遺伝学、内科学、病 ⽣理学、解剖学、遺伝学、内科学、病 ⽣理学、解剖学、遺伝学、内科学、病 医学総論、⽣理学、解剖学、
理学、⽿⿐咽喉科学、神経学、

理学、⽿⿐咽喉科学、神経学、

理学、⽿⿐咽喉科学、神経学、

遺伝学、内科学、病理学、

医学総論、⽣理学、解剖学、

形成外科学、⻭科学総論、

形成外科学、⻭科学総論、

形成外科学、⻭科学総論、

⽿⿐咽喉科学、神経学、

遺伝学、内科学、小児科学、

脳神経外科学、小児科学、

脳神経外科学、小児科学、

脳神経外科学、小児科学、

形成外科学、脳神経外科学、

公衆衛⽣学

公衆衛⽣学、医学総論

公衆衛⽣学、医学総論

公衆衛⽣学、医学総論

小児科学、公衆衛⽣学、⻭科学総論

精神医学、脳科学、認知神経科学

精神医学、脳科学、臨床薬理学

精神医学、脳科学、臨床薬理学

精神医学、臨床薬理学、脳科学

臨床⼼理的援助演習Ⅰ、

臨床⼼理的援助演習Ⅰ、

臨床⼼理的援助演習Ⅰ、

臨床⼼理的援助演習Ⅰ、

臨床⼼理的援助演習Ⅱ

臨床⼼理的援助演習Ⅱ

臨床⼼理的援助演習Ⅱ

臨床⼼理的援助演習Ⅱ

臨床⼼理臨地実習

臨床⼼理臨地実習

臨床⼼理臨地実習

臨床⼼理臨地実習

23. 関係⾏政論
Ⅲ

（2科目以上、25 につ 24. ⼼理演習

いては時聞を間わない）
25. ⼼理実習（80時間以上）

異常⼼理学
⾏動経済学I、⾏動経済学Ⅱ

精神医学、臨床薬理学、脳科学、
⾏動神経科学
臨床⼼理学的援助演習Ⅰ、
臨床⼼理学的援助演習Ⅱ、
⼼理療法の実際Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
臨床⼼理臨地実習

○「公認心理士となるために必要な科目」に関する本学カリキュラム振替確認表
看護福祉学部で対応する科目

法第7条第1号及び第2号の
省令で定める科目

H5～8年度

H9～11年度

H12～13年度

1. 公認心理師の職責

Ⅰ（3科目以上）

2. 心理学概論

心理学Ⅰ,心理学Ⅱ

心理学Ⅰ,心理学Ⅱ

心理学Ⅰ,心理学Ⅱ

3. 臨床心理学概論

臨床心理学

臨床心理学

臨床心理学

4. 心理学研究法

心理学研究法

心理学研究法

心理学研究法

心理統計学

心理統計学

5. 心理学統計法

Ⅱ（4科目以上）

6. 心理学実験

心理学基礎実験

心理学基礎実験

心理学基礎実験

7. 知覚・認知心理学

認知心理学

認知心理学

認知心理学

8. 学習・言語心理学

学習心理学

学習心理学

学習心理学

9. 感情・人格心理学

人格心理学

人格心理学

人格心理学

10. 神経・生理心理学

生理心理学

生理心理学

生理心理学

11. 社会・集団・家族心理学

社会心理学、家族関係論

社会心理学、家族関係論

社会心理学、家族関係論

12. 発達心理学

生涯発達心理学、老年心理学

生涯発達心理学、発達心理学、老年心理学

生涯発達心理学、発達心理学、老年心理学

13. 障害者・障害児心理学

障害者心理学

障害者心理学

障害者心理学

14. 心理的アセスメント

臨床心理アセスメントⅠ、臨床心理アセスメントⅡ

臨床心理アセスメントⅠ、臨床心理アセスメントⅡ

臨床心理アセスメントⅠ、臨床心理アセスメントⅡ

心理療法概論、行動療法、精神分析療法、家族療法
論、芸術療法論、音楽療法論

心理療法Ⅰ（行動療法）、心理療法Ⅱ（芸術療法）、心理 心理療法Ⅰ（行動療法）、心理療法Ⅱ（芸術療法）、心理
療法Ⅲ（家族療法）、音楽療法概論、カウンセリング
療法Ⅲ（家族療法）、音楽療法概論、カウンセリング

地域福祉論、社会福祉計画論、リハビリテーション論、
介護概論

コミュニケーション障害論、職業リハビリテーション論、
介護概論

コミュニケーション障害論、職業リハビリテーション論、
介護概論

教育心理学

教育心理学

教育心理学

産業・組織心理学

産業・組織心理学

産業・組織心理学

Ⅲ（2科目以上、25につい
ては時間を問わない） 15. 心理学的支援法
16. 健康・医療心理学
Ⅳ（2科目以上、ただし、 17. 福祉心理学
16を心理関連科目Ⅴとし
て修める場合、17～20で 18. 教育・学校心理学
2科目以上）
19. 司法・犯罪心理学
20. 産業・組織心理学
Ⅴ（21または22、または 21. 人体の構造と機能及び疾病
16）
22. 精神疾患とその治療

医学概論、健康科学論、疾病論Ⅰ、疾病論Ⅱ、解剖・生
解剖学、生理学、薬理学、心身医学
理学

解剖学、生理学、薬理学、心身医学

精神医学、精神保健学

精神医学

精神医学

家族療法演習、芸術療法演習、音楽療法演習

心理療法演習Ⅰ（行動療法）、心理療法演習Ⅱ（芸術療 心理療法演習Ⅰ（行動療法）、心理療法演習Ⅱ（芸術療
法）、心理療法演習Ⅲ（家族療法）、音楽療法演習
法）、心理療法演習Ⅲ（家族療法）、音楽療法演習

臨床心理実習

臨床心理実習

23. 関係行政論
Ⅲ（2科目以上、25につい 24. 心理演習
ては時間を問わない）
25. 心理実習

臨床心理実習

