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＜入学者関係データ＞
平成31年度入学者／25名（男性14名，女性11名）

①年齢分布
  （平均年齢45.3歳）

②出身学部

③勤務先状況

文学・人文系学部
（4人）

医療・保健系学部（2人）
社会科学系学部
（8人）

その他（6人）
企業分野（9人）

教育分野（5人）
医療・保健分野（3人）

その他（7人）

教育・教養系学部
（4人）

社会福祉分野（2人）

５０-５９歳（8人）

３０-３９歳
（7人）

４０-４９歳
（8人）

2０-2９歳
（1人）6０-6９歳（1人）

＜入学者関係データ＞ 平成31年度
スポーツプロモーションコース入学者／12名（男性9名，女性3名）

①年齢分布
  （平均年齢43.5歳）

＜入学者関係データ＞ 平成31年度
ヘルスプロモーションコース入学者／13名（男性5名，女性8名）

②出身学部

②出身学部

③勤務先状況

③勤務先状況

30-39歳（4人）

保健・看護・薬学部（1人）
その他（1人）

その他（1人）

その他（1人）

20-29歳（1人）

体育学部（3人）

社会・経済・法学部
（3人）語学・文学部（1人）

教育学部（3人）

企業（6人）学校関係（5人）

企業関係（5人）
学校関係（2人）

保健・看護・
薬学部（5人）

体育学部（1人）

教育学部（2人）語学・文学部（2人）

工学部（2人）

栄養・家政学部（1人）

医療関係（4人）

公務員（1人）

①年齢分布
  （平均年齢46.8歳）

50-59歳（5人）

60-69歳（1人）

30-39歳（4人）

40-49歳（3人）

50-59歳（5人）
40-49歳（2人）

人間総合科学研究科 【博士前期課程】

生涯発達専攻 カウンセリングコース

平成29年度
定員
23

志願者数
103

合格者数
24

入学者数
23

平成30年度
定員
23

志願者数
153

合格者数
25

入学者数
25

平成31年度
定員
23

志願者数
151

合格者数
25

入学者数
25

＜応募状況＞

http://www.human.tsukuba.ac.jp/counseling/

　本コースには２つの特色があります。
　第１は，カウンセリングを心理療法に限定せず，社会の多様な領域
における心理社会的諸問題への予防や支援の活動としてとらえて
いる点です。このため，医療機関等での心理臨床に加えて，企業の人
事労務管理や人材育成，学校教育相談や軽度発達障害児への支援，
警察や矯正機関での非行相談や矯正教育，高齢者の諸問題への支
援など多様な領域でのカウンセリング活動を研究や教育の対象と
しています。
　第２は，リカレント教育の観点から，現実場面での問題解決や社会
システムへの提言につながる研究や教育を重視していることです。
基礎的な理論研究に加えて，社会における実践に直接かかわりながら，
研究を立案し，その知見を応用・還元することのできる研究能力を備え
た研究者，高度な専門的職業人の育成・再教育を目指しています。

　課程修了に必要な大部分の科目は１年次に履修できます。２年
次以降は修士論文の作成に十分な時間を確保できるような科目
編成をしています。授業は，講義形式以外に，事例報告形式，課題討
論方式，ロールプレイを含む面接実習など，実際的要求に応えた体
験学習も組み入れています。修士論文研究指導は１年次の３回の
構想発表会，２年次の構想発表会，中間発表会を経て最終発表会に
至るまで，段階を追って系統的に行われます。また，修士論文での研
究方法は，実験や調査に限定せず，質的研究，事例研究も歓迎して
います。

特　色

●カウンセリングの歴史や基本的概念，倫理について学びます。
●家族・福祉・学校・産業・キャリア・医療・司法などの領域における心理
社会的な諸問題とその支援について学びます。
●ストレスやコーピング，感情や健康に関する諸理論，精神医学など
の心身の健康に関する理解を深め，科学的根拠に基づいた介入
について学びます。
●人間の誕生から生涯にわたる発達過程と発達段階において特徴
的な心理社会的諸問題とその支援について学びます。
●現代社会における様々な問題や組織における諸問題について，国
内外の最新の知見を学びます。
●心理や教育における様々なアセスメントについて学びます。
●研究方法，心理統計の方法について，段階的，実践的に学びます。

領　域

教育方法

人間総合科学研究科 【修士課程】

スポーツ健康システム・マネジメント専攻
http://www.shp.taiiku.otsuka.tsukuba.ac.jp/

スポーツプロモーションコース
　本専攻は，スポーツと健康の相乗的効果を基本理念にして，ス
ポーツプロモーションとヘルスプロモーションの２コースで編成さ
れています。スポーツプロモーションコースには，スポーツプロモー
ション領域と，スポーツマネジメント領域の２領域があり，ヘルスプロ
モーションコースには，ヘルスプロモーション領域と，ストレスマネジ
メント領域の２領域があります。いずれのコースも，現代社会に直結
した課題に取り組んでいます。

推　薦

一　般

合　計

入試種別　  募集定員　  志願者数　  合格者数　  入学者数

＜応募状況＞ 平成31年度

体育学

＜修了状況＞

10
28年度

14
29年度

13
30年度

37
保健学 0 0 0 0

保健学 13 11 9 33

計

ヘルスプロモーションコース

体育学 1
28年度

1
29年度

3
30年度

5
計

特　色

（1）スポーツプロモーション領域
　スポーツプロモーション論，スポーツイベント論を中心に，スポー
ツ推進の理念，目的，内容，課題と方法について検討するとともに，
必要な資源とシステムの開発やスポーツによる政治，経済，文化
等の社会的プロモーション等について教育研究を行います。

（2）スポーツマネジメント領域
　スポーツマネジメント論，高度競技スポーツマネジメント論を中心
に，スポーツ愛好者組織とクラブマネジメント，競技スポーツ組織に
ついて検討するとともに，国際競技力開発や普及・推進のためのシ
ステム編成とそのマネジメント等について教育研究を行います。

（3）ヘルスプロモーション領域
　ヘルスプロモーション論，健康開発プログラム論を中心に，健康つ
くりのための政策課題と社会計画のデザイン，地域システムの編
成を検討するとともに，多様な社会的環境と生活スタイルに対応
した健康開発プログラム等について教育研究を行います。

（4）ストレスマネジメント領域
　ストレスマネジメントシステム論，ヘルスカウンセリングシステム
論を中心に，健康行動としてのストレスマネジメントの在り方や技
法とシステム化を検討するとともに，多様化するライフスタイルや
ライフステージに応じたヘルスカウンセリングの在り方や技法，そ
のシステム化について教育研究を行います。

領域・教育方法

8

16

24

22

37

59

9

17

26

9

16

25

＜修了状況＞
修士（カウンセリング）

68242222
28年度 29年度 30年度 計
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2019/3/1現在

春学期 秋学期
Ａモジュール Ａモジュール

火曜 木曜 金曜 土曜 火曜 木曜 金曜 土曜

4月9日(火) 4月11日(木) 4月12日(金) 4月13日(土) 9月24日(火) 9月26日(木) 9月27日(金) 9月28日(土)

4月16日(火) 4月18日(木) 4月19日(金) 4月20日(土) 10月1日(火) 10月3日(木) 10月4日(金) ※2

4月23日(火) 4月25日(木) 4月26日(金) 4月27日(土) 10月8日(火) 10月10日(木) 10月11日(金) 10月12日(土)

10月15日(火) 10月17日(木) 10月18日(金) 10月19日(土)

5月7日(火) 5月9日(木) 5月10日(金) ※1 10月24日(木) 10月25日(金) 10月26日(土)

5月14日(火) 5月16日(木) 5月17日(金) 5月18日(土) 10月29日(火) 11月2日(土)

5月25日(土)

Ｂモジュール Ｂモジュール

火曜 木曜 金曜 土曜 火曜 木曜 金曜 土曜

5月21日(火) 5月23日(木) 5月24日(金) 10月31日(木) 11月1日(金)

5月28日(火) 5月30日(木) 5月31日(金) 6月1日(土) 11月5日(火) 11月7日(木) 11月8日(金) ※4

6月4日(火) 6月6日(木) 6月7日(金) 6月8日(土) 11月12日(火) 11月14日(木) 11月15日(金) 11月16日(土)

6月11日(火) 6月13日(木) 6月14日(金) 6月15日(土) 11月19日(火) 11月21日(木) 11月22日(金)

6月18日(火) 6月20日(木) 6月21日(金) 6月22日(土) 11月26日(火) 11月28日(木) 11月29日(金) 11月30日(土)

6月29日(土) 12月3日(火) 12月7日(土)

12月14日(土)

12月21日(土)

Ｃモジュール Ｃモジュール

火曜 木曜 金曜 土曜 火曜 木曜 金曜 土曜

6月25日(火) 6月27日(木) 6月28日(金) 12月5日(木) 12月6日(金)

7月2日(火) 7月4日(木) 7月5日(金) 7月6日(土) 12月10日(火) 12月12日(木) 12月13日(金)

7月9日(火) 7月11日(木) 7月12日(金) 7月13日(土) 12月17日(火) 12月19日(木) 12月20日(金)

7月16日(火) 7月18日(木) 7月19日(金) 7月20日(土) 1月7日(火) 1月9日(木) 1月10日(金) 1月11日(土)

7月23日(火) 7月25日(木) 7月26日(金) 7月27日(土) 1月14日(火) 1月16日(木) 1月17日(金) 1月18日(土)

8月3日(土) 1月21日(火) 1月25日(土)

※3

2月8日(土)

2月15日(土)

・※1、2、3については、M2院生の修士論文構想発表会・中間発表会・最終発表会が予定されていますので、

　通常の講義は実施しません。ご注意ください。

・※4は臨時休業となります。

・上記の日程以外にも、「生涯発達方法論基礎Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（必修科目）」の講義が入る日があります。

　同封の「生涯発達専攻カウンセリングコースからのお知らせ」をご参照ください。

・また、月曜・水曜・日曜に、集中講義が追加で開講されることもあります。こちらの履修は任意です。

　開講が決まり次第、在学生向けサイトにて周知されますのでご確認ください。

生涯発達専攻カウンセリングコース　2019年度開講日程表
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春A・Bモジュール
（4～6月中旬　10週）

春Cモジュール
（6月下旬～8月上旬　5週）

夏季休業期間
（8月中旬～9月）

秋A・Bモジュール
（10～12月　10週）

秋Cモジュール
（1～2月上旬　5週）

火
曜

7限
（18:20-19:35）
8限
（19:45-21:00）

人格心理学
01EJ121（原田・2）
@1F122講義室

生涯発達臨床心理学Ⅱ
01EJ104（大川・2）
＠1F116講義室

非行・犯罪心理学
01EJ183（原田・2）
＠4F432会議室

木
曜

7限
（18:20-19:35）
8限
（19:45-21:00）

生涯発達臨床心理学Ⅱ
01EJ104（大川・2）
＠1F116講義室

金
曜

7限
（18:20-19:35）
8限
（19:45-21:00）

職場のメンタルヘルス
01EJ180（大塚・2）
＠4F432会議室
※西暦奇数年度開講

ヘルピング・スキル
01EJ148（藤生・2）
＠1F118講義室
※西暦奇数年度開講

2限
（10:20-11:35）
3限
（11:45-13:00）

生涯発達臨床心理学Ⅰ
01EJ103（安藤・2）
＠1F118講義室
※4/20は＠1F116講義室
　5/18は＠2F講義室8

ケースカンファレンス
・生涯発達カウンセリング
　基礎面接実習（01EJ161）
・生涯発達カウンセリング
　応用面接実習（01EJ162）

カウンセリング方法論
01EJ149（安藤・2）
＠1F118講義室
※西暦奇数年度開講

ケースカンファレンス
・生涯発達カウンセリング
　基礎面接実習（01EJ161）
・生涯発達カウンセリング
　応用面接実習（01EJ162）

4限
（13:45-15:00）
5限
（15:10-16:25）

心理・教育統計法
01EJ115（藤・2）
＠1F118講義室
※4/20は＠1F116講義室
　5/18は＠2F講義室8

社会調査法
01EJ116（大塚・松井・2）
＠1F119講義室
7/6　7/13　7/20　7/27　8/10
※2020年度以降は大塚単独

社会調査法
01EJ116（大塚・松井・2）
＠1F119講義室
8/31　9/7　9/14　9/21
※8/31は＠3F337会議室
※2020年度以降は大塚単独

キャリア心理学
01EJ110（岡田・2）
＠1F118講義室

6限
（16:35-17:50）
7限
（18:20-19:35）

グループプロセス
01EJ119（飯田・2）※M1対象
＠1F118講義室
※4/20は＠1F116講義室、
　5/18は＠2F講義室8

学校心理学
01EJ106（飯田・2）
＠1F118講義室
※西暦奇数年度開講

データ解析法
01EJ118（藤・2）
＠4F410データ解析室
※秋C＋集中講義

生涯発達専攻カウンセリングコース　2019年度時間割表

※2019/3/1現在
※1モジュールにつき5週間（75分×2時間分×5週間＝1単位）
※教員氏名の横の数字は単位数

土
曜

その他の講義（通年実施科目・不定期等）
必修科目：

01EJ001 生涯発達方法論基礎Ⅰ（各教員） 対象：1年次

01EJ002 生涯発達方法論基礎Ⅱ（各教員） 対象：1年次

01EJ003 生涯発達方法論基礎Ⅲ（各教員） 対象：1年次

01EJ011 生涯発達研究法Ⅰ（各教員） 対象：2年次

01EJ012 生涯発達研究法Ⅱ（各教員） 対象：2年次
選択必修科目：（いずれか1科目選択）【※2年次】

01EJ112 家族・福祉カウンセリング特別研究 （各教員）

01EJ113 学校・教育カウンセリング特別研究 （各教員）

01EJ114 産業・社会カウンセリング特別研究 （各教員）
選択科目：
01EJ161 生涯発達カウンセリング基礎面接実習（各教員）
01EJ162 生涯発達カウンセリング応用面接実習（各教員）
01EJ*** 生涯発達・産業・教育・家族・学校・健康心理 カウンセリング特別面接実習（各教員）

集中科目（2.0単位）予定 ※は本年度未開講

01EJ101 カウンセリング心理学（M1必修）

（10/6・10/13・10/20 10:00～18:00予定 ＠2F講義室9）

01EJ105 心理療法※

01EJ129 心身医学 （世話：岡田）

集中科目（1.0単位）予定
01EJ182 事例研究法（原）

01EJ185 認知行動療法Ⅰ※

01EJ186 認知行動療法Ⅱ（世話：藤）
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※2019/3/1現在

区分 開講
科目
番号

科目名
授業
方法

単位
履修
年次

学期
曜日
時限

教室 担当教員 授業概要 備考

必修 あり 01EJ001 生涯発達方法論基礎Ⅰ 1 1.0 1 通年
M1担任
（安藤　智子）

生涯発達科学研究における方法論の基礎を習得する。
2019/4/24(水)までに
履修登録してください。

必修 あり 01EJ002 生涯発達方法論基礎Ⅱ 2 1.0 1 通年
M1担任
（安藤　智子）

生涯発達科学研究における方法論の基礎を習得する。
2019/4/24(水)までに
履修登録してください。

必修 あり 01EJ003 生涯発達方法論基礎Ⅲ 2 1.0 1 通年
M1担任
（安藤　智子）

生涯発達科学研究における方法論の基礎を習得する。
2019/4/24(水)までに
履修登録してください。

必修 あり 01EJ011 生涯発達研究法Ⅰ 2 1.0 2 通年 指導教員
生涯発達科学の研究法について演習を通して
具体的に指導する。

2019/4/24(水)までに
履修登録してください。

必修 あり 01EJ012 生涯発達研究法Ⅱ 2 1.0 2 通年 指導教員
生涯発達科学の研究法について演習を通して
具体的に指導する。

2019/4/24(水)までに
履修登録してください。

必修 あり 01EJ101 カウンセリング心理学 1 2.0 1 秋A 集中
2F

講義室9
藤生　英行

カウンセリング理論や技法をとりあげ、
カウンセリングの考え方について吟味する。

日程：10/6　10/13　10/20
（それぞれ10:00～18:00予定）

選択
必修

あり 01EJ112
家族・福祉カウンセリング
特別研究

2 2.0 2 通年 指導教員
家族・福祉カウンセリング領域の諸問題について、
心理臨床、医療現場における各自の当面する
具体的問題をとらえ、研究指導を行う。

指導教員が、
大川一郎教授・安藤智子教授・藤桂准教授
である学生は履修登録してください。

選択
必修

あり 01EJ113
学校・教育カウンセリング
特別研究

2 2.0 2 通年 指導教員
学校・教育カウンセリング領域の諸問題について
研究指導する。

指導教員が、
藤生英行教授・原田隆之教授・飯田順子准教授
である学生は履修登録してください。

選択
必修

あり 01EJ114
産業・社会カウンセリング
特別研究

2 2.0 2 通年 指導教員
産業・社会カウンセリング領域の諸問題について
研究指導する。

指導教員が、
岡田昌毅教授・大塚泰正准教授
である学生は履修登録してください。

専門 あり 01EJ103 生涯発達臨床心理学Ⅰ 4 2.0 1・2 春AB
土
2,3

1F
118講義室

安藤　智子
胎生期から成人期までの発達過程と心理臨床的課題、
その支援について講義する。

2019/4/20(土)は1F116講義室、
5/18(土)は2F講義室8で行う。

専門 あり 01EJ104 生涯発達臨床心理学Ⅱ 4 2.0 1・2 春C
火木
7,8

1F
116講義室

大川　一郎
老人(老年期)をめぐる諸問題-痴呆、生きがい喪失、
性行動、就労、学習教養、死(尊厳死)などについて
老年心理学の視点から考察する。

01EE428と同一。

専門 あり 01EJ106 学校心理学 4 2.0 1・2 秋AB
土
6,7

1F
118講義室

飯田　順子

心理教育的援助サービスの理論と実践の体系である
学校心理学の諸問題について検討する。
とくに、援助サービスのコーディネーションと
システムに焦点をあてる。

西暦奇数年度開講。

生涯発達専攻カウンセリングコース開設科目一覧（2019年度）
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専門 あり 01EJ110 キャリア心理学 4 2.0 1・2 秋AB
土
4,5

1F
118講義室

岡田　昌毅
キャリア関連の諸理論・アプローチを広く学ぶことで、
その相互の関係性や相違を理解し、キャリア支援への
応用の基盤を習得する。

01EE433と同一。

専門 あり 01EJ115 心理・教育統計法 1 2.0 1 春AB
土
4,5

1F
118講義室

藤　桂

基礎統計から多変量解析まで統計分析の訓練を通して、
社会科学の論理としての統計的考え方の習得を狙い、
研究論文の読解、及び実験・調査データの
分析の準備とする。

履修はカウンセリングコースの学生と
科目等履修生に限る。
2019/4/20(土)は1F116講義室、
5/18(土)は2F講義室8で行う。

専門 あり 01EJ116 社会調査法 2 2.0 1
春C
夏休

土
6,7

1F
119講義室

松井　豊
大塚　泰正

社会調査の種類や特徴を概観し、データの収集方法、
調査を計画・実施する際の留意点などについて
演習を行う。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
また、原則として「心理・教育統計法」が
履修済であること。詳細はシラバス参照。
2019/8/31(土)は3F337会議室で行う。

専門 あり 01EJ118 データ解析法 2 2.0 1 秋C
土
6,7

4F
410室

藤　桂
カウンセリング研究に必要とされるデータ解析の
具体的な手法について、統計解析ソフトを用いた
実習を中心に指導する。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
また、原則として「心理・教育統計法」及び
「社会調査法」が履修済であること。

専門 あり 01EJ119 グループプロセス 4 2.0 1 春AB
土
6,7

1F
118講義室

飯田　順子

グループカウンセリング、グループエンカウンター、
グループガイダンスなど人を育てるグループ体験及び
育てる者(援助者)のチームに関する原理と方法について
講義と実践を通して学習する。

原則として、受講はカウンセリングコースの
学生に限る。
2019/4/20(土)は1F116講義室、
5/18(土)は2F講義室8で行う。

専門 あり 01EJ121 人格心理学 4 2.0 1・2 春AB
火
7,8

1F
122講義室

原田　隆之
人格の概念、人格理論、パーソナリティの査定法について
解説した後、パーソナリティ障害とその治療などについて
理解を深める。

2020年度以降開講なし。

専門 あり 01EJ148 ヘルピング・スキル 4 2.0 1・2 秋AB
金
7,8

1F
118講義室

藤生　英行
ヒューマン・サービス(心理・医療・教育・福祉・
司法・産業・官公庁)で必要とされる援助的な
コミュニケーション・スキルを学習する。

西暦奇数年度開講。

専門 あり 01EJ149 カウンセリング方法論 4 2.0 1・2 秋AB
土
2,3

1F
118講義室

安藤　智子
カウンセリングに必要な基本的な姿勢や技法を概説し、
それらの習得を目指した実習、記録の作成を行う。

原則として、
受講はカウンセリングコースの学生に限る。
西暦奇数年度開講。

専門 あり 01EJ180 職場のメンタルヘルス 1 2.0 1・2 春AB
金
7,8

4F
432会議室

大塚　泰正

職場のメンタルヘルスに関する一次予防から
三次予防までの幅広い話題(カウンセリング・
教育研修・職場復帰支援など)について解説する。
講師が講義を行うだけでなく、受講生参加型の講義を実施する。

西暦奇数年度開講。
01EE434と同一。

専門 あり 01EJ183 非行・犯罪心理学 4 2.0 1・2 秋AB
火
7,8

4F
432会議室

原田　隆之
犯罪・非行臨床の枠組みについて理解を深めるとともに、
犯罪・非行の要因、アセスメント、治療について学ぶ。

01EE431と同一。

専門 あり 01EJ129 心身医学 4 1.0 1・2 未定 集中 未定 未定

「心身医学」は心理・社会的要因が関与している
身体疾患を対象にして診療・研究を行う医学である。
心身医学の医学における位置づけ、歴史、疾患の種類、
発症機制、治療法などについて論述する。

西暦奇数年度開講。

専門 あり 01EJ186 認知行動療法Ⅱ 4 1.0 1・2 未定 集中 未定 未定
行動療法および認知行動療法の応用理論を概説した後、
関連する文献の購読をとおして理解を深める。

西暦奇数年度開講。
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専門 あり 01EJ161
生涯発達カウンセリング
基礎面接実習

7 1.0 1 通年 各教員

実際に相談室でカウンセリング面接を担当したケースを
取り上げ、カウンセリング面接を行う手続き、
面接の方法、カウンセラーの態度などについて
実技指導を行う。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。

専門 あり 01EJ162
生涯発達カウンセリング
応用面接実習

7 1.0 2 通年 各教員

実際に相談室でカウンセリング面接を担当したケースを
取り上げ、カウンセリング面接を行う手続き、
面接の方法、カウンセラーの態度などについて
実技指導を行う。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。

専門 あり 01EJ163
生涯発達カウンセリング
特別面接実習

7 2.0 2 通年 大川　一郎

相談室事例への継続的な関与を通じた
実践的な指導を行う。
指導内容の性格上、受講は担当教員と
スーパーバイズ契約の成立した者に限る。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。各特別面接実習から、
いずれか1科目を選択する。

専門 あり 01EJ164
産業カウンセリング
特別面接実習

7 2.0 2 通年 岡田　昌毅

相談室事例への継続的な関与を通じた
実践的な指導を行う。
指導内容の性格上、受講は担当教員と
スーパーバイズ契約の成立した者に限る。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。各特別面接実習から、
いずれか1科目を選択する。

専門 あり 01EJ165
教育カウンセリング
特別面接実習

7 2.0 2 通年 藤生　英行

相談室事例への継続的な関与を通じた
実践的な指導を行う。
指導内容の性格上、受講は担当教員と
スーパーバイズ契約の成立した者に限る。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。各特別面接実習から、
いずれか1科目を選択する。

専門 あり 01EJ166
家族カウンセリング
特別面接実習

7 2.0 2 通年 安藤　智子

相談室事例への継続的な関与を通じた
実践的な指導を行う。
指導内容の性格上、受講は担当教員と
スーパーバイズ契約の成立した者に限る。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。各特別面接実習から、
いずれか1科目を選択する。

専門 あり 01EJ167
学校カウンセリング
面接実習

7 2.0 2 通年 飯田　順子

相談室事例への継続的な関与を通じた
実践的な指導を行う。
指導内容の性格上、受講は担当教員と
スーパーバイズ契約の成立した者に限る。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。各特別面接実習から、
いずれか1科目を選択する。

専門 あり 01EJ168
健康心理カウンセリング
特別面接実習

7 2.0 2 通年 大塚　泰正

相談室事例への継続的な関与を通じた
実践的な指導を行う。
指導内容の性格上、受講は担当教員と
スーパーバイズ契約の成立した者に限る。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
原則として「生涯発達カウンセリング基礎面接実習」が
履修済であること。各特別面接実習から、
いずれか1科目を選択する。

専門 なし 01EJ107 学校教育相談 4 2.0 1・2

認知行動カウンセリングの視点から
学校カウンセリングについて考察する。
とくに学校不適応の心理、不登校、いじめ、自殺予防、
学校危機介入に焦点を当てる。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ109 健康心理学 4 2.0 1・2

心理学的ストレスモデルや、それに関連する理論に
ついて解説するとともに、本モデルを応用した実践
(認知行動療法など)について紹介する。また、近年
注目を集めるポジティブ心理学の概要についても解説する。

2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ120 心理・教育アセスメント 4 2.0 1

心理教育的援助サービス(カウンセリング、
コンサルテーション)を計画し実践するための資料を
提供することを目的として、援助対象に関する情報を
収集し分析するための理論と方法について学習する。

2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ122 人間関係論 1 2.0 1・2
現代社会の人間関係について、
いくつかのテーマをとりあげ、
心理学の研究動向を説明する。

2019年度開講せず。
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専門 なし 01EJ123 組織心理学 4 2.0 1・2
組織の在り方、組織間の連携及び運営について、
特に企業組織を中心に学習する。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ102 カウンセリング方法論基礎 4 2.0 1
カウンセリングの導入、傾聴の実際について、
実習を交えて理解を深める。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。
2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ105 心理療法 4 2.0 1・2
心理療法と臨床心理学について、
事例研究を交えながら、
理論と実践の両面から検討する。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ128 心理診断法 4 2.0 1・2

心理診断とは何か、心理検査と心理診断とは
どう違うか、心理診断で用いられる数値を
どのように理解していったらよいか等について、
投影法を素材に臨床例を基に論述する。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ130 家族心理学 4 1.0 1・2
家族をめぐる諸問題について、
理論と実践の両面から検討する。

西暦奇数年度開講。
2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ182 事例研究法 4 1.0 1 通年 集中 原　恵子
事例研究法の進め方について、
基本的な方法について概説する。

受講はカウンセリングコースの学生に限る。

専門 なし 01EJ124 人間行動基礎論Ⅰ 1 0.5 1・2
カウンセリングの学習と実践の基礎として、
生物としての人間の行動の生理学的な
背景について論議する。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ125 人間行動基礎論Ⅱ 1 0.5 1・2
カウンセリングの学習と実践の基礎として、
人の言語使用についての諸問題を考察する。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ126 人間行動基礎論Ⅲ 1 0.5 1・2
カウンセリングの学習と実践の基礎として、
人間の記憶と認知過程について、
特に記憶を中心に論議する。

西暦奇数年度開講。
2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ127 人間行動基礎論Ⅳ 1 0.5 1・2
カウンセリングの学習と実践の基礎として、
人間の知覚についての諸問題を論議する。

西暦奇数年度開講。
2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ131
生涯発達カウンセリング
特講Ⅰ

1 0.5 1・2
カウンセリングと心理療法のトピックスを取り上げ、
その現状と課題について概説を行い、討論する。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ132
生涯発達カウンセリング
特講Ⅱ

1 0.5 1・2
家族・福祉カウンセリングのトピックスを取り上げ、
その現状と課題について概説を行い、討論する。

西暦偶数年度開講。
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専門 なし 01EJ133
生涯発達カウンセリング
特講Ⅲ

1 0.5 1・2
学校カウンセリングのトピックスを取り上げ、
その現状と課題について概説を行い、討論する。

西暦奇数年度開講。
2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ134
生涯発達カウンセリング
特講Ⅳ

1 0.5 1・2
産業カウンセリングのトピックスを取り上げ、
その現状と課題について概説を行い、討論する。

西暦奇数年度開講。
2019年度開講せず。

専門 なし 01EJ185 認知行動療法Ⅰ 4 1.0 1・2
行動療法および認知行動療法の基礎理論を概説した後、
関連する文献の購読をとおして理解を深める。

西暦偶数年度開講。

専門 なし 01EJ187
エビデンス・ベイスト・
プラクティス特論

1 2.0 1・2
臨床心理学におけるエビデンスに基づく実践について、
理念や概念だけでなく、必要なスキルを実践的に学ぶ。

西暦偶数年度開講。
（2020年度新設予定）
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履修方法・修了要件 

（生涯発達専攻カウンセリングコース 2019年度） 

 

 

１．教育研究上有益と認められるときは、大学院共通科目、他研究科、他専攻、 

他コースの科目については、教育会議の議に基づき、10単位を限度として 

修了の要件となる単位として認められる。 

 

２．修士論文を提出、作成する者は、以上の履修方法にそって前年度までに、原則として 

  ・必修科目「生涯発達研究法Ⅰ～Ⅲ」および「カウンセリング心理学」（計 5単位）、 

  ・専門科目（カウンセリングコース開設科目）から 10単位以上、 

  以上合計 15単位以上の単位を修得している必要がある。 

 

３．その他詳細は別紙参照。 

科目区分 科目群 条件または科目名等 
修得 

単位数 

専門科目 

専攻共通必修科目 

（必修） 

生涯発達方法論基礎Ⅰ～Ⅲ 

生涯発達研究法Ⅰ・Ⅱ 

5 

カウンセリングコース 

必修科目 

（必修） 

カウンセリング心理学 
2 

カウンセリングコース 

選択必修科目 

（以下の 3科目からいずれか 1科目を選択） 

家族・福祉カウンセリング特別研究 

学校・教育カウンセリング特別研究 

産業・社会カウンセリング特別研究 

2 

カウンセリングコース 

専門科目 

（選択） 

※必修科目・選択必修科目を除く 
21～ 

修了単位数 30 
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履修方法別紙 

（生涯発達専攻カウンセリングコース 2019 年度） 

 

 

１．下表の科目については名称の変更がある。 

下表の変更前の科目をすでに修得している場合、変更後の科目を修得したとしても、 

修了要件となる単位としては認められない。 

 

2018 年度以前 2019 年度以降 

01EJ181 
認知行動療法 

（毎年開講） 
01EJ185 

認知行動療法Ⅰ 

（西暦偶数年度開講） 

01EJ181 
認知行動療法 

（毎年開講） 
01EJ186 

認知行動療法Ⅱ 

（西暦奇数年度開講） 
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