
授業科⽬名 ⼼理学実験演習Ⅰ

授業担当者名 ⾚嶺 亜紀、⾦⽥ 宗久

単位数 2 開講期（年次学期） 1年次前期 

教員担当形態 複数、クラス分け 備考 児童発達教育専攻
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

実験の参加体験とデータ整理，レポート作成を通して⾏動の科学としての⼼理学の特徴を
理解し，その研究法の習得をめざす。
（「知識及び技能」◎，「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○）＜233-1PSY1-02＞
この授業は卒業必修科⽬であり，認定⼼理⼠資格取得のための必須科⽬である（基礎科⽬
c領域 ⼼理学実験・実習）。  

授業の概要
⼈間の適応，⽣存にかかわる⾏動の科学として，その⼀翼を担う⼼理学の特徴は，実験と
いう⽅法論にある。この授業では，⼼理学の幅広い分野から選抜された基礎的かつ興味あ
る⼼理現象について実験的探索を試みる。 

学⽣に対する評価の⽅法

実験の参加体験を重視する科⽬であるため，⽋席・遅刻は厳禁である。
全ての課題のレポートを提出しなければ，単位認定は困難となる（提出期⽇厳守）。評価
は4つのレポートに基づくが，授業の参加態度も考慮する。なお，レポートの不正（他者
の著作物の剽窃）が認められた場合，失格とする。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

下記の4つのテーマの実験を修学する。課題1・3を⾦⽥，課題2・4を⾚嶺が担当する。学
⽣は2グループに分かれ，3時間ごとに各テーマに取り組み，その都度レポートを提出す
る。

課題 1︓ ミュラー・リヤーの錯視
課題 2︓ ⾃由再⽣法
課題 3︓ 鏡映描写
課題 4︓ ストループ効果

授業のスケジュール
第01回  オリエンテーション（授業の概要説明など）
第02・03・04回 A班-課題1，B班-課題2
第05回 ⼼理学研究のレポートのまとめ⽅ 
第06・07・08回 A班-課題2，B班-課題1
第09・10・11回 A班-課題3，B班-課題4
第12・13・14回 A班-課題4，B班-課題3
第15回  まとめ︓⼼理学における実証の重要性

※第15回は外部講師による授業を計画しているが，時間割配当等の都合上，テーマを変
更することがあるかもしれない。

使⽤教科書 テーマごとに必要なプリントを配布する。参考⽂献等は，その都度紹介する。

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われるテーマについて予習する（30分
／週）。
授業の内容をもとに⾃ら問いをたて，⾃分で調べる。授業時に関連する書籍や論⽂を紹介
するが，与えられたものだけでなく，図書館などを利⽤し，⾃ら興味のある⽂献を選んで
読む（60分〜／週）。
授業の進⾏に応じて，実験データの整理など，課すことがある（20〜30分）。
課題ごとにレポートを作成する（60分〜）。

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 ⼼理学実験演習Ⅱ

授業担当者名 ⾚嶺 亜紀、⾦⽥ 宗久

単位数 2 開講期（年次学期） 1年次後期 

教員担当形態 複数、クラス分け 備考 児童発達教育専攻
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

実験の参加体験とデータ整理，レポート作成を通して⾏動の科学としての⼼理学の特徴を
理解し，その研究法の習得をめざす。
（「知識及び技能」◎，「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○）＜233-1PSY1-05＞
この授業は卒業必修科⽬であり，認定⼼理⼠資格取得のための必須科⽬である（基礎科⽬
c領域 ⼼理学実験・実習）。  

授業の概要
⼈間の適応，⽣存にかかわる⾏動の科学として，その⼀翼を担う⼼理学の特徴は，実験と
いう⽅法論にある。この授業では，⼼理学の幅広い分野から選抜された基礎的かつ興味あ
る⼼理現象について実験的探索を試みる。 

学⽣に対する評価の⽅法

実験の参加体験を重視する科⽬であるため，⽋席・遅刻は厳禁である。
全ての課題のレポートを提出しなければ，単位認定は困難となる（提出期⽇厳守）。評価
は4つのレポートに基づくが，授業の参加態度も考慮する。なお，レポートの不正（他者
の著作物の剽窃）が認められた場合，失格とする。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

下記の4つのテーマの実験を修学する。課題1・3を⾦⽥，課題2・4を⾚嶺が担当する。学
⽣は2グループに分かれ，3時間ごとに各テーマに取り組み，その都度レポートを提出す
る。

課題 1︓ SD法
課題 2︓ 注意の分割
課題 3︓ 要求⽔準
課題 4︓ プライミング効果

授業のスケジュール
第01回  オリエンテーション（授業の概要説明など）
第02・03・04回 A班-課題1，B班-課題2
第05・06・07回 A班-課題2，B班-課題1
第08回 レポートのまとめ⽅など
第09・10・11回 A班-課題3，B班-課題4
第12・13・14回 A班-課題4，B班-課題3
第15回  まとめ︓ ⼼理学の研究倫理

※第15回は外部講師による授業を計画しているが，時間割配当等の都合上，テーマを変
更することがあるかもしれない。

使⽤教科書 テーマごとに必要なプリントを配布する。参考⽂献等は，その都度紹介する。

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われるテーマについて予習する（30分
／週）。
授業の内容をもとに⾃ら問いをたて，⾃分で調べる。授業時に関連する書籍や論⽂を紹介
するが，与えられたものだけでなく，図書館などを利⽤し，⾃ら興味のある⽂献を選んで
読む（60分〜／週）。
授業の進⾏に応じて，実験データの整理など，課すことがある（20〜30分）。
課題ごとにレポートを作成する（60分〜）。

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 認知⼼理学

授業担当者名 ⾚嶺 亜紀

単位数 2 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 単独 備考
⼦どもケア専攻児童発達教育コ
ース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

ヒトの⼼のはたらきを科学的にとらえ，⼈間の⾏動の特性を理解する。
（「知識及び技能」◎，「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○）＜233-1PSY1-11＞

授業の概要 本講義では、認知⼼理学の主要なパラダイムである情報処理アプローチによって「⼼のは
たらき」を論じる。 

学⽣に対する評価の⽅法
授業中に課すレポート（講義の要約など）と試験の成績により評価する。評価の配分はお
よそ、レポート︓試験＝1︓3  を考えているが、受講者の課題達成度により若⼲、変動す
ることがありうる。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 認知⼼理学の特徴
第02回 環境の認知（1）︓ 感覚のはたらき
第03回 環境の認知（2）︓ 視知覚のしくみ 刺激の要因
第04回 環境の認知（3）︓ 視知覚のしくみ ヒトの要因
第05回 環境の認知（4）︓ 注意のはたらき
第06回 環境の認知（5）︓ 注意と脳波
第07回 認知と感情（1）︓ 情動の理論
第08回 認知と感情（2）︓ 感情と認知の相互作⽤
第09回 認知と感情（3）︓ 表情の認知
第10回 ⽇常の認知（1）︓ ⽬撃記憶
第11回 ⽇常の認知（2）︓ 虚偽検出
第12回 ⽇常の認知（3）︓ ストレス
第13回 認知⼼理学の最近のトピックス ※
第14回 試験
第15回 まとめ︓ 認知⼼理学の応⽤ ⼦どもの司法⾯接

※第13回は外部講師による授業を計画しているが，時間割配当等の都合上，⽇程およびテ
ーマを変更することがあるかもしれない。

使⽤教科書 指定の教科書はなし。毎回、プリントを配布する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

・シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われるテーマについて予習する（30
分／週）。
・授業の内容や⽇常の経験をもとに⾃ら問いをたて，調べる。授業時に関連する書籍を紹
介するが，与えられたものだけでなく，図書館などを利⽤し，⾃ら興味のある書籍を選ん
で読む（60分〜／週）。

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 臨床⼼理学

授業担当者名 浜⽥ 恵

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 単独 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

臨床⼼理学は、苦しみ悩む⼈である⽀援対象者の抱える問題を理解し、軽減・解消してい
くための実践的学問である。臨床⼼理学を構成する概念やさまざまな実践アプローチ、⼼
理社会的問題のメカニズムを理解することが本授業のテーマである。次の2点を到達⽬標
とする。
(1)臨床⼼理学の代表的な理論とそれに基づく⼼理アプローチの考え⽅を理解し、説明でき
る。
(2)臨床⼼理学が対象とする⼼理社会的問題のメカニズムを理解し、説明できる。
（「知識・技能」◎ 「思考⼒、判断⼒、表現⼒等」○）
＜231-1HCO1-03＞

授業の概要

前半は、臨床⼼理学を構成する概念やさまざまな学派の考え⽅とそれに基づく実践アプロ
ーチについて説明する。後半は、精神疾患や⼼理社会的問題の臨床⼼理学的な理解および
⽀援について説明する。講義を中⼼とするが、理解を深めるために、授業内で話し合いの
時間を設けたり、レポートを課したりすることがある。 

学⽣に対する評価の⽅法 受講態度・レポート︓50% 最終試験︓50％ 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション、臨床⼼理学の歴史、基本概念
第02回 診断・⾒⽴て・アセスメント
第03回 臨床⼼理学のアプローチ︓精神分析的アプローチ
第04回 臨床⼼理学のアプローチ︓⾏動論・認知論的アプローチ 
第05回 臨床⼼理学のアプローチ︓ヒューマニスティック・アプローチ 
第06回 臨床⼼理学のアプローチ︓システミック・アプローチ
第07回 臨床⼼理学のアプローチ︓⾮⾔語的アプローチ
第08回 気分の変化の理解と⽀援︓うつ、躁 
第09回 不安な気持ちの理解と⽀援︓社交不安症、場⾯緘黙 
第10回 統合失調症の理解と⽀援 
第11回 パーソナリティ障害の理解と⽀援
第12回 ひきこもりの理解と⽀援
第13回 依存・嗜癖の理解と⽀援
第14回 試験とまとめ
第15回 試験の振り返り、臨床⼼理学の研究 

使⽤教科書

教科書は使⽤しない。講義内で参考⽂献を提⽰する。
参考 
『臨床⼼理学 Clinical Psychology: Evidence-Based Approach』丹野義彦・⽯垣琢麿・⽑
利伊吹・佐々⽊淳・杉⼭明⼦ 著 有斐閣 2018
『臨床⼼理学概論』（公認⼼理師の基礎と実践３）野島⼀彦・岡村達也 編 遠⾒書房 
2018 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習︓次回の授業内容について事前に調べておく（30分）
復習︓学んだ内容を振り返り、関連する事項や疑問点を調べておく（60分）  

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 ⼼理⾯接演習

授業担当者名 浜⽥ 恵

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 単独 備考
⼦どもケア専攻児童発達教育コ
ース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⽀援対象者の⼼理や気持ちに沿った⾯接や話の聴き⽅は、対⼈援助場⾯で必須となるスキ
ルである。相⼿を理解するためには話を聴く際の⾃分のクセや感情を理解することも⽋か
せない。よって、効果的な⽀援の基盤を作るために必要な⼼理⾯接の基礎を習得すること
が本授業のテーマである。次の3点を到達⽬標とする。
(1)⼼理⾯接の基礎的な知識を理解し、説明できる。
(2)⼼理⾯接の基礎的な技術を習得し、実践できる。
(3)⾯接場⾯における⾃分の態度の特徴や感情の動きに気づくことができる。
（「知識・技能」◎ 「思考⼒、判断⼒、表現⼒等」○）
＜233-1PSY2-11＞

授業の概要
⼼理⾯接の基礎的な知識、理論と技法について説明し、体験演習（ロールプレイ）や実践
を⾏う。各⾃の実践や視聴覚教材、気持ちや気づきを⾔語化するためのレポートを通して
学びを深める。 

学⽣に対する評価の⽅法 受講態度︓30% レポート︓40% 最終試験︓30％ 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション︓⼼理⾯接とは何か
第02回 ⼼理⾯接の開始︓インテイク⾯接
第03回 ⼼理⾯接の開始︓アセスメント
第04回 ⾃分の気持ちに気づく⽅法︓⾃分の感情を知る
第05回 ⾃分の気持ちに気づく⽅法︓⾃分の感覚を知る
第06回 ⾃分の気持ちに気づく⽅法︓⾃分の考え⽅を知る
第07回 援助的態度︓さまざまな応答技法
第08回 援助的態度︓⼼理⾯接の実際を視聴覚教材で学ぶ
第09回 援助的態度︓応答技法の練習
第10回 援助的態度︓応答技法の実践
第11回 援助的態度︓応答技法の応⽤
第12回 箱庭療法の体験 
第13回 ⾯接室という空間の⼯夫 
第14回 ⾃分⾃⾝を⽀えるためのストレスマネジメント
第15回 試験とまとめ（試験60分＋まとめ30分） 

使⽤教科書

教科書は使⽤しない。授業内で参考⽂献を提⽰する。
参考
『まんが サイコセラピーのお話』（2013） 物語︓フィリッパ・ペリー  絵︓ジュン
コ・グラート あとがき︓アンドリュー・サミュエルズ  監訳︓鈴⽊⿓、酒井祥⼦ ⾦
剛出版

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習︓次回の授業内容について事前に調べておくこと（30分）
復習︓学んだ内容や体験を振り返り、関連する事項を調べたり気づきを書き記したりして
おくこと（30分）。レポート課題がある場合にはその作成に2時間程度を要する。 

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 ⼼理アセスメント演習

授業担当者名 浜⽥ 恵

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次後期 

教員担当形態 単独 備考
⼦どもケア専攻児童発達教育コ
ース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

本授業では、アセスメント⽅法として、いくつかの基本的な発達検査・⼼理検査を学び、
結果の⾒⽅や活⽤の仕⽅を理解するともに、各検査の限界や問題点を理解する。アセスメ
ントの結果をいかに本⼈や保護者と共有し、学校臨床の場に⽣かしていくかがわかるよう
になることが⽬標である。
（「知識・技能」◎、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○）
＜233-1PSY2-13＞

授業の概要
さまざまなアセスメントの中から代表的な検査について概論を説明し、実施しながら学
ぶ。実施⽅法を単に知るだけではなく、それぞれの検査の効果と限界を踏まえて、現場で
の活⽤を考える。 

学⽣に対する評価の⽅法 受講態度・⼩レポート︓50%  最終試験︓50% 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション、アセスメントの活⽤と⽬的
第02回 発達検査概論
第03回 新版K式発達検査の評価と活⽤
第04回 知能検査概論
第05回 WISC-Ⅳの実施と評価
第06回 WISC-Ⅳの活⽤
第07回 適応⾏動概論
第08回 Vineland-Ⅱ適応⾏動尺度の実施と評価
第09回 Vineland-Ⅱ適応⾏動尺度の活⽤
第10回 パーソナリティ検査概論
第11回 質問紙法︓Big Five
第12回 投影法︓バウムテスト
第13回 発達障害に関するアセスメント
第14回 ⾏動評価の⽅法と活⽤
第15回 試験とまとめ 

使⽤教科書 滝吉美知⾹・名古屋恒彦（2015）特別⽀援教育に⽣きる⼼理アセスメントの基礎知識. 東
洋館出版社 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習︓次回の授業内容について事前に調べておくこと（30分）
復習︓学んだ内容や体験を振り返り、関連する事項を調べたり気づきを書き記したりして
おくこと（30分）。レポート課題がある場合にはその作成に2時間程度を要する。 

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 学習⼼理学

授業担当者名 ⾚嶺 亜紀

単位数 2 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 単独 備考
⼦どもケア専攻児童発達教育コ
ース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

学習⼼理学は，⽣体が何をどのように学ぶのか，学んだ結果どのように⾏動が変わるのか
について実験研究を中⼼に展開されてきた領域である。本講義ではこれまでの学習⼼理学
の成果から，⼈間の⾏動形成のしくみを理解し，⽇常⾏動を科学的にとらえる視座を得る
ことを⽬標とする。
（「知識及び技能」◎，「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○）＜233-1PSY1-07＞  

授業の概要 はじめに動物を対象として⾏われた実験研究を中⼼に取り上げ，学習の基礎的過程を説明
する。その後，ヒトのより⾼次な⾏動と認知のメカニズムについて解説する。 

学⽣に対する評価の⽅法
授業中に課すレポート（講義の要約など）と試験の成績により評価する。評価の配分はお
よそ、レポート︓試験＝1︓3 を考えているが、受講者の課題達成度により若⼲、変動す
ることがありうる。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回︓ ⽣体の⾏動様式 
第02回︓ 古典的条件づけ（1）
第03回︓ 〃 （2）
第04回︓ オペラント条件づけ（1）
第05回︓ 〃 （2）
第06回︓ 技能学習
第07回︓ 社会的学習
第08回︓ 記憶（1）︓ ワーキングメモリ
第09回︓ 記憶（2）︓ 知識の構造
第10回︓ 思考（1）︓ 問題解決と推論
第11回︓ 思考（2）︓ 意思決定
第12回︓ 思考（3）︓ ⼤脳半球の機能差
第13回︓ 外部講師による講義︓学習理論の臨床への応⽤ ※
第14回︓ 試験
第15回︓ まとめ︓ 学習観
※第13回は外部講師による授業を計画しているが，時間割配当等の都合上，⽇程およびテ
ーマを変更することがあるかもしれない。

使⽤教科書 指定の教科書はなし。毎回、プリントを配布する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

・シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われるテーマについて予習する（30
分／週）。
・授業の内容や⽇常の経験をもとに⾃ら問いをたて，調べる。授業時に関連する書籍を紹
介するが，与えられたものだけでなく，図書館などを利⽤し，⾃ら興味のある書籍を選ん
で読む（60分〜／週）。

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)



授業科⽬名 学校⼼理学

授業担当者名 浜⽥ 恵

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 単独 備考
⼦どもケア専攻児童発達教育コ
ース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

学校⼼理学は、学校教育において⼀⼈⼀⼈の⼦どもが出会う問題状況の解決を援助し、成
⻑を促進するための理論と実践を⽀える学問である。⽀援の考え⽅の基本である「⼼理教
育的援助サービス」と、学校を構成する⼦ども・教師・家庭・地域のあり⽅を理解するこ
とが本授業のテーマである。次の3点を到達⽬標とする。
(1)学校⼼理学に関連する概念、特に「⼼理教育的援助サービス」について理解し、説明
できる。
(2)学校において⼦どもを理解・⽀援するための⽅法について理解し、説明できる。
(3)⼦どもと学校に関連する多様な⼼理学的課題について理解し、説明できる。
（「知識・技能」◎  「思考⼒、判断⼒、表現⼒等」○）
＜233-1PED2-02＞

授業の概要

まず、学校⼼理学に関連する制度や環境、「⼼理教育的援助サービス」の考え⽅について
説明する。次に学校における⼦どもを理解するためのアセスメントや⽀援技法について説
明する。最後に、⼦どもや学校をとりまくさまざまな困難と対応について説明する。講義
を中⼼とするが、理解を深め、知識の定着を図るために、話し合う時間を設けたり⼩レポ
ートを課したりすることがある。 

学⽣に対する評価の⽅法 受講態度・レポート︓50% 最終試験︓50％ 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション︓学校⼼理学とは何か、⼼理教育的援助サービス
第02回 インクルーシブ教育と合理的配慮
第03回 キャリア教育、⼼理教育 
第04回 ⼦どもの発達
第05回 教育分野における⼼理学的アセスメント︓集団の理解
第06回 教育分野における⼼理学的アセスメント︓個別の理解
第07回 教育分野における⼼理学的援助︓スクールカウンセリング
第08回 教育分野における⼼理学的援助︓友達を作ることをいかにサポートするか
第09回 コンサルテーション、コーディネーション、チーム学校
第10回 ⼦どもをめぐる課題の理解と援助︓不登校
第11回 ⼦どもをめぐる課題の理解と援助︓⾃殺予防
第12回 ⼦どもをめぐる課題の理解と援助︓いじめ 
第13回 家庭をめぐる課題の理解と援助︓貧困
第14回 試験とまとめ
第15回 試験の振り返り、緊急⽀援 

使⽤教科書
教科書は使⽤しない。講義内で参考⽂献を提⽰する。
参考 『学校⼼理学ハンドブック第2版︓「チーム」学校の充実をめざして ⽇本学校⼼
理学会編 教育出版』 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

予習︓次回の授業内容について事前に調べておく（30分）
復習︓学んだ内容を振り返り、関連する事項や疑問点を調べておく（60分） 

(子どもケア学科児童発達教育専攻・実務経験のある教員担当科目)
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