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必修
選択
必修

選択 前期 後期 前期 後期

臨床心理学特論Ⅰ 101 1 2 2 本間恵美子

臨床心理学特論Ⅱ 102 1 2 2 佐藤亨

臨床心理面接特論Ⅰ 103 1 2 2 中村協子

臨床心理面接特論Ⅱ 104 1 2 2 足立正道

臨床心理査定演習Ⅰ 105 1 2 2 佐藤亨・横谷謙次

臨床心理査定演習Ⅱ 106 1 2 2 中村協子

臨床心理基礎実習Ⅰ 107 1 2 2 伊藤真理子・浅田剛正

臨床心理基礎実習Ⅱ 108 1 2 2 足立正道・中村協子

臨床心理実習Ⅰ 109 2 1 1
本間恵美子・佐藤亨・横
谷謙次・村松公美子・☆
運上司子・☆橘玲子

臨床心理実習Ⅱ 110 2 1 1
佐藤亨・本間恵美子・○
真壁あさみ・☆運上司
子・☆橘玲子

１コマに外部講師招
聘（病院CP：上野）

臨床心理演習Ⅰ 201 1 4
浅田剛正、他（計8名）
※１

臨床心理演習Ⅱ 202 2 4
伊藤真理子、他（計12
名）　※２

臨床心理学研究法特論 203 1 2 2 碓井真史・浅田剛正

地域調査法特論 204 2 2 2 本間恵美子

臨床心理倫理特論 205 1 2 2 佐藤亨・中村協子
佐藤（8）、中村(6)、1
コマに外部講師招聘
（法律；野口）

発達心理学特論 206 2 2 2 横谷謙次
隔年開講
H28年度開講

人格心理学特論 207 2 2 2 浅田剛正

社会心理学特論 208 2 2 2 碓井真史

家族心理学特論 209 1 2 2 ☆横山知行 集中

精神医学特論 210 1 2 2 村松公美子 集中

障害者（児）心理学特論 211 2 2 2 横谷謙次
隔年開講
H29年度

医療心理学特論 212 2 2 2 休講

精神分析学特論 213 2 2 2 足立正道
隔年開講
Ｈ29年度

乳幼児・児童心理臨床特論 214 2 2 2 伊藤真理子
外部講義招聘（青陵
幼稚園長：加藤由美

コミュニティ・アプローチ特論 215 2 2 2 ☆未定 休講

学校臨床心理学特論 216 2 2 2 伊藤真理子

認知行動療法特論 217 1・2 2 2 ☆大月　友
隔年開講
Ｈ29年度集中予定

心理学研究法演習 218 1 2 2 佐藤亨・○齋藤恵美

特定課題研究Ⅰ 301 1 2
本間、村松、碓井、佐
藤、足立、伊藤、浅田、
横谷

特定課題研究Ⅱ 302 2 2
本間、村松、碓井、佐
藤、足立、伊藤、浅田、
横谷

○学部専任教員

☆学外非常勤講師

※１　臨床心理演習Ⅰ担当教員：浅田・中村・本間・佐藤・足立・伊藤・○真壁・○齋藤

※２　臨床心理演習Ⅱ担当教員：伊藤・中村・村松・本間・佐藤・足立・浅田・横谷・○真壁・○齋藤・☆運上・☆橘

教育課程表　（平成28年度〔2016〕入学生適用）

担当教員
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授　　業　　科　　目
講義
番号

授業
年次

単　位 １年 ２年



１年

101 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 サーカディアン・リズム、睡眠 テキストp.76-80を講読し、用語を整理しながら復習する

２回 レム睡眠、ポリグラフ、事象関連電位
テキストp.80-82、87－88の講読および配布プリントを理解できるよう復習す
る

３回 催眠、催眠療法 テキストp.88-91の講読および配布プリントを理解できるよう復習する

４回 文化と変性意識状態 配布プリントを理解できるよう復習する

５回
ワーキングメモリのしくみと発達的変
化

配布プリントの理解できるよう復習する

６回 ワーキングメモリの問題と学習 配布プリントの理解、知能検査（WISC）との関連づけられるよう復習する

７回 ワーキングメモリと学習支援 配布プリントの理解、討論の内容の確認する復習をする

８回 近世哲学、近代科学と心理学 テキストp.2-4、配布プリントを理解できるよう復習する

９回 構成主義、機能主義 テキストp.5-6、配布プリントを理解できるよう復習する

１０
回

行動主義、新行動主義 テキストp.6-7、配布プリントを理解できるよう復習する

１１
回

ゲシュタルト心理学 テキストp.7-8、配布プリントを理解できるよう復習する

１２
回

質問紙構成の考え方と手順 配布プリントを理解できるよう復習する

１３
回

テストの信頼性 配布プリントを理解できるよう復習する

１４
回

テストの妥当性 配布プリントを理解できるよう復習する

１５
回

テストの標準化 配布プリントを理解できるよう復習する

１６
回

20%

60%

20%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

　正常な心的機能について科学的に精度の高い基礎心理学分野の成果を、心理臨床における理解に適切に援用できることを目的とする。基礎心理学の中でも特に心理臨床に関連
の深い分野を中心に学習し、それがどのように臨床に用いられているのかを検討する。これにより、より広い視野で人間の心についての理解をめざしたい。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理学特論Ⅰ

単位数 　本間　恵美子

ワーキングメモリ２

テストの標準化１

テストの標準化２

・心理臨床に関連の深い基礎心理学の概念について理解し、その関連について説明できる
・質問紙を用いた心理尺度の構成についての考え方について説明できる

授業計画（シラバス）

テストの構成

意識の状態１

意識の状態２

意識の状態３

意識の状態４

ワーキングメモリ１

ワーキングメモリ３

心理学史１

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

心理学史２

心理学史３

心理学史４

履修上の注意事項や
学習上の助言など

テストの標準化３

テ キ ス ト 「現代心理学入門：進化と文化のクロスロード」西本武彦、他編著　川島書店

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「心理学の基礎」今田寛、他編　培風館

「社会心理学研究入門（新版）」安藤清志、他編著　東京大学出版会

「ワーキングメモリと特別な支援」湯沢美紀、他編著　北大路書房

「心理学史」大山正・上村保子編著　放送大学教育振興会

定期試験

成 績 評 価

小テスト

小テストはほぼ毎回行なう
学習態度は、討論への参加、発表を重視する

試験

「フィールド社会心理学」大橋英寿編著　放送大学教育振興会

「記憶と日常」日本認知心理学会監修　北大路書房

「催眠の科学」成瀬悟策著　講談社



１年

102 教科名

2 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 心理査定、心理療法、精神医学 臨床心理学についてこれまでに学んだことを予め復習しておくこと。

２回 フロイト、エリクソン、ピアジェ キーワードの人物のうち１名を選んで調べておくこと。

３回 ボウルビィ、クライン、ウィニコット キーワードの人物のうち１名を選んで調べておくこと。

４回 基本的信頼感、愛着障害
下記参考書を参照しながら，乳児期の課題について，予め自分なりにまとめ
ておくこと。

５回 自己効用感、ピア
下記参考書を参照しながら，幼児期・児童期の課題について，予め自分なり
にまとめておくこと。

６回 自己同一性、さなぎの時期
下記参考書を参照しながら，思春期・青年期の課題について，予め自分なり
にまとめておくこと。

７回
ペルソナとシャドウ、うつ、メンタルヘル
ス

下記参考書を参照しながら，中年期の課題について，予め自分なりにまとめ
ておくこと。

８回 死の受容過程、ターミナルケア
下記参考書を参照しながら，老年期の課題について，予め自分なりにまとめ
ておくこと。

９回 ライフサイクル、発達課題 第1回～第８回の内容をよく復習しておくこと。

１０回 学習理論、古典的条件付け 配布するレジュメをよく復習しておくこと。

１１回 学習理論、オペラント条件付け 配布するレジュメをよく復習しておくこと。

１２回 情動、動機づけ 配布するレジュメをよく復習しておくこと。

１３回
知覚の恒常性，錯覚，ゲシュタルト心理
学

配布するレジュメをよく復習しておくこと。

１４回
アルゴリズム、ヒューリスティクス、対人
認知

配布するレジュメをよく復習しておくこと。

１５回 まとめ 第10回～第14回の内容をよく復習しておくこと。

１６回

70%

30%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

基礎心理と臨床心理学のまとめ

テ キ ス ト 　特になし。講義のたびにレジュメを配布する。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「臨床心理学　全体存在として人間を理解する」　伊藤良子編著　ミネルヴァ書房

「新訂　臨床心理学特論」　橘玲子・齋藤高雅著　放送大学教育振興会

「臨床心理学大系16　臨床心理学の先駆者たち」　小川捷之他編　金子書房

「臨床心理学大系３　ライフサイクル」　小川捷之他編　金子書房

「新・心理学の基礎知識」　中島義明編　有斐閣ブックス

成 績 評 価

小テスト

・それまでの内容が理解できているかを確認するための小テストを２回程度行う。
・学習態度については，授業中の発言，毎時間提出させるコメントシートへの記載内容，質問などを総合的に判断する。

試験

レポート

学習態度

その他

計

授業計画（シラバス）

内　　容

ライフサイクル論のまとめ

臨床心理学と思考・認知

臨床心理学と知覚

臨床心理学と情動・動機づけ

臨床心理学の歴史

ライフサイクル論Ⅰ　様々な学派の考え方１

ライフサイクル論Ⅱ　様々な学派の考え方２

ライフサイクル論Ⅲ　乳児期の課題

ライフサイクル論Ⅳ　幼児期・児童期の課題

ライフサイクル論Ⅴ　思春期・青年期の課題

ライフサイクル論Ⅵ　成人期・中年期の課題

ライフサイクル論Ⅶ　老年期の課題

臨床心理学と学習理論Ⅰ

臨床心理学と学習理論Ⅱ

講義の概要
(教育目標を含む)

心の発達について、さまざまな学派の考えを知ると同時に、ライフサイクルにおける様々な課題について理解し、人が不適応を起こす際にどのようなことが原因となり得るのかを見立て
るための基礎を身につける。また、様々な基礎心理の知見と臨床心理学との関連を学び、より広い視野で人の心が理解できるようになることを目指す。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理学特論Ⅱ

単位数 　佐藤　亨

・様々な学派の発達の考え方について、その概要を説明できる。
・ライフサイクルにおける様々な課題について説明できる。
・臨床心理学と関連のある基礎心理学の知見について、その概要を説明できる。



１年

103 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 心理アセスメント 参考文献参照

２回 心理アセスメント 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

３回 アセスメント面接の基本、見立て 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

４回 アセスメント面接の構造 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

５回 アセスメント面接の進め方 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

６回 心理検査の特徴 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

７回 テストバッテリー 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

８回 査定報告書の書き方 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

９回 インテーク面接 ここまでの復習と確認のレポート提出

１０回 無意識のはたらき 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

１１回 自我と無意識の関係 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

１２回 自我と無意識の関係 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

１３回 イメージと身体 参考文献参照　配布プリントを復習しておく

１４回 まとめ 授業全体を通しての理解確認レポート提出

１５回 筆記試験 筆記試験の実施

１６回

50%

40%

10%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

心理アセスメントについて、アセスメント面接および心理査定をもちいたアセスメントの考え方を修得する。無意識の概念、自我の働きを概観し、身体とイメージを通したこころの働きにつ
いて学ぶ。学生が討論して発表する部分もあるため、積極的な姿勢で参加することが望まれる。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理面接特論Ⅰ

単位数 　中村　協子

　・アセスメント面接の構造に関する基本的な概念について説明できる
　・アセスメント面接の具体的な進め方の基礎となる考え方を説明できる
　・心理テストを用いたアセスメントの基本的な考え方を説明できる
　・無意識と自我の関係、心の構造、防衛機制について概観できる

授業計画（シラバス）

こころの働き３

心理アセスメントとは?１

心理アセスメントとは?２

アセスメント面接１

アセスメント面接２

アセスメント面接３

心理査定１

心理査定２

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

心理査定３

心理アセスメントまとめ

こころの働き１

こころの働き２

こころの働き４

こころの働き５

履修上の注意事項や
学習上の助言など

グループ討議やRPなどの体験学習を重視する。積極的に発言するなど授業内容への理解と関心を持って、授業に臨むことを求める。

まとめと筆記試験

テ キ ス ト 資料プリントを適宜配布

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「診断と見立て：心理アセスメント」　氏原寛・成田善弘編　培風館

｢臨床心理学2　アセスメント」三好暁光・氏原寛編　創元社

「精神分析的心理療法の実践」　馬場禮子著　岩崎学術出版社

「臨床心理学特論」　橘玲子・齋藤高雅偏著　放送大学教育振興会

成 績 評 価

小テスト

・9回目は心理アセスメントについて、14回目は授業内容の理解を確実なものとし深めるためにレポート提出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・15回目
はまとめの授業と全範囲を試験範囲とする知識を問う試験をおこなう
･学習態度は授業中の討論への参加、課題への取り組む態度を評価する

試験



１年

104 教科名

2 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 無意識、中間領域
発表者は一回前の授業時に資料を参加者に配布すること。参加者は目を通
して次回に臨むこと。

２回 無意識の自律性、個性化
当日担当の者以外は、プレゼンテーション、ディスカッションの要点を記録し、
それを次回に簡潔に述べられるようにしておくこと。

３回 系統的脱感作、認知の歪み 上記の通り

４回 非指示的療法、受容、共感 上記の通り

５回 森田神経質、絶対臥じょく 上記の通り

６回 動作　動作課題 上記の通り

７回 プレイルーム、母子並行面接 上記の通り

８回 家族療法、エンカウンターグループ 上記の通り

９回 コミュニティー心理学、リエゾン 上記の通り

１０回 役割交換　箱庭 上記の通り

１１回 事例　心理療法　導入 事例研究においては、準備学習は求めない。

１２回 事例　心理療法　展開　1 事例研究においては、準備学習は求めない。

１３回 事例　心理療法　展開　2 事例研究においては、準備学習は求めない。

１４回 事例　心理療法　展開　3 事例研究においては、準備学習は求めない。

１５回 事例　心理療法　終結 事例研究においては、準備学習は求めない。

１６回
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履修上の注意事項や
学習上の助言など

心理療法家、カウンセラーは独自のオリエンテーション、理論的基盤、よって立つ立場を定める必要があるので、各々自身の個性を探求することも目標とされたい。また、すでにオリエン
テーションの定まりつつある者についても、他の技法の本質的な要素をどのようにその中で生かせるのか、考える機会にしてもらいたい。

事例研究

テ キ ス ト 橘　玲子　他　臨床心理学特論　放送大学大学院教材

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

氏原寛・成田善弘編　臨床心理学①　カウンセリングと精神療法　培風館

岩宮恵子　生きにくい子どもたち　岩波書店

河合隼雄　新版　心理療法論考　創元社

試験

レポート

学習態度

その他

計

事例研究

精神分析療法

分析心理学的心理療法

認知・行動療法

来談者中心療法

森田療法・内観療法

臨床動作法

児童の心理療法

集団心理療法

事例研究

事例研究

予備日

成 績 評 価

小テスト

試験：個々の担当回におけるプレゼンテーション（口頭発表）およびそのためのレジュメ（A4　2～4枚）を評価する。
学習態度：ディスカッションへの寄与について評価する。

コミュニティーと心理療法

サイコドラマ、箱庭療法

事例研究

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理面接特論Ⅱ

単位数 　足立　正道

講義の概要
(教育目標を含む)

心理療法、カウンセリングには様々な形態が知られており、一般に技法、オリエンテーション、アプローチの違いなどとしてとらえられている。各々の立場がどのようなことを大切に考えて
いるのか、それぞれがどのように異なるのか、理解してゆく。

学生の学習
（行動）目標

大学院生は与えられたテーマに沿って、指定された文献を中心として個々に複数の文献に当たり、学んだことをレジュメにまとめたうえで、出席者全員に対してプレゼンテーションする。
それを基に全員でディスカッションをして理解を深めていく。教員はディスカッションをサポートし、必要に応じてそれを補う。

授業計画（シラバス）



１年

105 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 ＭＰＩ 　　新・性格検査法 : モーズレイ性格検査 / MPI研究会編　誠信書房

２回 ＴＥＧ 新版TEGⅡ　解説とエゴグラムパターン/ 東京大学TEG研究会編　金子書房

３回 ＹＧ YG性格検査実施方法　竹井機器工業

４回 　作業検査
内田クレペリン精神検査データブック / 日本・精神技術研究所編
日本・精神技術研究所

５回 BGT，ＣＯＧＮＩＳＴＡＴ
ベンダーゲシュタルトテストバンドブック　三京社
日本版ＣＯＧＮＩＳＴＡＴ検査マニュアル

６回 認知症，スクリーニング
臨床家のための認知症スクリーニング : MMSE,時計描画検査,その他の実践
的検査法 　新興医学出版社

７回 ＰＦスタディ ＰＦスタディ解説　三京社

８回 ＭＭＰＩ
わかりやすいMMPI活用ハンドブック : 施行から臨床応用まで / 野呂浩史,
荒川和歌子,　金剛出版

９回 知能検査の歴史
人間の測りまちがい―差別の科学史  河出書房新社; 増補改訂版
(1998/12)

１０回 ビネー式，Ｋ－ＡＢＣ
事例による知能検査利用法 : 子ども理解のための田中ビネー知能検査 / 中
村淳子 ; 杉原一昭共著

１１回 ウェクスラー式　WISC
ＷＩＳＣ－Ⅳによる心理アセスメント　D.P.フラナガン，A.S.カウフマン著
上野和彦監訳　日本文化社

１２回 ウェクスラー式　WISC
日本版WISC-Ⅳ知能検査法 / David　Wechsler著 ; 日本版WISC-Ⅳ刊行委
員会訳編　理論･解釈マニュアル，実施・採点マニュアル

１３回 ウェクスラー式　WISC
日本版WISC-Ⅳ知能検査法 / David　Wechsler著 ; 日本版WISC-Ⅳ刊行委
員会訳編　理論･解釈マニュアル，実施・採点マニュアル

１４回 ウェクスラー式　WISC
日本版WISC-Ⅳ知能検査法 / David　Wechsler著 ; 日本版WISC-Ⅳ刊行委
員会訳編　理論･解釈マニュアル，実施・採点マニュアル

１５回 ウェクスラー式　WAIS 日本版WAIS-IIIの解釈事例と臨床研究 / 藤田和弘　[ほか]　編

１６回
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講義の概要
(教育目標を含む)

心理査定は、臨床心理学の主要分野の一つである。心理査定によって、クライエントの状態像を想定し、かつ、その状態像を治療集団で共有することが可能になる。クライエントの状態
像を想定・共有する技術は臨床心理士にとって必須であり、この技術が無ければ、現場に貢献し得る臨床心理士になることはほぼ不可能である。本授業では心理査定の技術を質問
紙、作業検査、及び知能検査を通して学び、受講者がクライエントの状態像を想定・共有する技術を身につけることを目指している。主な質問紙法、作業検査、及び知能検査を使用し
て、クライエントの状態像が想定・共有できるようになることが目標である。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理査定演習Ⅰ

単位数 　佐藤　亨 ・ 横谷　謙次

心理テスト概論＆ＴＥＧ（佐藤）

WISC-Ⅳの解釈（横谷）

WISC-Ⅳの解釈（横谷）

① 質問紙法を自力で実施し得る
② 質問紙法を用いて、自分の状態像を想定・共有し得る。
③ 作業検査法を自力で実施し得る
④ 作業検査法を用いて、自分の状態像を想定・共有し得る。
⑤ 知能検査を自力で実施し得る。
⑥ 知能検査を用いて、自分の状態像を想定・共有し得る。

授業計画（シラバス）

ＷISC-Ⅳ実施とロールプレイ（横谷）

オリエンテーション（佐藤・横谷），ＭＰＩ（佐藤）

ＹG性格検査（佐藤）

クレペリン精神作業検査（佐藤）

BGT、ＣＯＧＮＩＳＴＡＴ（佐藤）

MMSE，ＨＤＳ－Ｒ（佐藤）

ＰＦスタディ（佐藤）

MMPI（佐藤）

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

知能検査の負の歴史から見た知能の定義と使用上の注意（横谷）

田中ビネー、Ｋ－ＡＢＣ（横谷）

ＷISC-Ⅳ実施とロールプレイ（横谷）

履修上の注意事項や
学習上の助言など

授業には毎回出席すること。

WAIS-Ⅲの実施とロールプレイ(横谷）

テ キ ス ト 特になし。各テストのマニュアル及び配布するプリントを使用する。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

心理アセスメントハンドブック第２版　監修上里一郎　西村書店　1993

日本版WISC-Ⅳ知能検査法 / David　Wechsler著 ; 日本版WISC-Ⅳ刊行委員会訳編　日本文化科学社　2010

ＷＩＳＣ－Ⅳによる心理アセスメント　D.P.フラナガン，A.S.カウフマン著　上野和彦監訳　日本文化社　2014

WISC-Ⅳの臨床的利用と解釈　A.プリフィテラ，D.H.サクロフスキー，L.G.ワイズ編　上野一彦監訳　日本文化科学社　2012　　

成 績 評 価

小テスト

※各質問紙法、作業検査法、及び知能検査法毎に理解を確かめるレポートが課される。その内容を評価の対象とする。
※学習態度は、討議への参加態度，授業中の課題への取り組み方などを総合的に判断する。

試験

軽度発達障害の心理アセスメント : WISC-IIIの上手な利用と事例 　上野一彦 ; 海津亜希子　日本文化科学社  2005

日本版WAIS-IIIの解釈事例と臨床研究 　藤田和弘　[ほか]　編　日本文化科学社　2011

人間の測りまちがい―差別の科学史　増補改訂版　 スティーヴン・J. グールド (著)　Stephen Jay Gould (原著)　鈴木 善次 (翻訳)　森脇 靖子 (翻訳) 河出書房新社　1998　

事例による知能検査利用法 : 子ども理解のための田中ビネー知能検査 / 中村淳子 ; 杉原一昭共著



１年

106 教科名

2 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 検査施行 テキスト序説、第3章施行法法を読んでくること

２回 スコアリングと整理 テキスト第4章から第9章まで読んでくること

３回 スコア解釈 テキスト分類法・整理法の復習

４回 事例検討・解釈法討議 各自自験例の施行を進める。事例担当者は資料を準備する。

５回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

６回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

７回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

８回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

９回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

１０回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

１１回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

１２回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

１３回 事例検討・解釈法討議 事例所見についてグループ討議。事例担当者は資料を準備する。

１４回 臨床事例の検討と解釈 事例所見を書く。

１５回 臨床事例の検討と解釈、まとめ 事例所見を書く。１～１４回の授業内容を振り返り総括する。

１６回
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講義の概要
(教育目標を含む)

臨床心理士にとって、心理検査を用いる心理査定は重要な技法の一つである。臨床現場において有効な心理査定法とされているロールシャッハテストを中心に学ぶ。その施行法、分類
法、解釈法を具体的な事例から習得し、人格の臨床的な理解を深める。事例の査定報告書を作成し、まとめ方を学ぶ。さらに他の心理査定との組み合わせについても学習し、考察を深
める。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理査定演習Ⅱ

単位数 　中村　協子

ロールシャッハテストを正確に施行することができる。基礎的スコアリングとサマリーを作成できる。量的分析の概要を理解して、被検者の人格特徴を把握し、それに基づいて所見を作成
することができる。

授業計画（シラバス）

事例検討9・解釈法8

オリエンテーション・施行法

分類法／サイコグラム

自我の諸機能とテスト上のあらわれ

事例検討１・解釈法討議

事例検討2・解釈法１

事例検討3・解釈法2

事例検討4・解釈法3

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

事例検討5・解釈法4

事例検討6・解釈法5

事例検討7・解釈法6

事例検討８・解釈法7

事例検討10・解釈法9

臨床事例①

履修上の注意事項や
学習上の助言など

毎回の出席を厳守する。

臨床事例②　まとめ

テ キ ス ト 「新・心理診断法」　　片口　安史著　金子書房

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「精神力動論」　馬場禮子　小此木啓吾共著　金子書房

「臨床場面におけるロールシャッハ法」　河合隼雄　　岩崎学術出版社

「境界例-ロールシャッハテストと精神療法-」　馬場禮子編著　岩崎学術出版社

「ロールシャッハ法と精神分析」　馬場禮子　岩崎学術出版社

成 績 評 価

小テスト

試験

「心理診断の実際」　氏原寛著　誠信書房

「臨床ロールシャッハ解釈の実際」　上芝功博著　八峰出版



１年

107 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

２回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

３回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

４回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

５回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

６回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

７回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

８回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

９回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

１０回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

１１回 プレイセラピー 実習後にレポートを作成する

１２回 プレイセラピー 報告会のため各自レジュメの作成・報告会後幼稚園に対する報告書の作成

１３回
言語面接　ロールプレイ　クライエント体
験

実習後にレポートを作成する

１４回
言語面接　ロールプレイ　クライエント体
験

実習後にレポートを作成する

１５回
言語面接　ロールプレイ　クライエント体
験

実習後にレポートを作成する

１６回
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履修上の注意事項や
学習上の助言など

自らが体験したことを、丁寧に振り返り、言語化していくことが必須である。討論への積極的な参加、レポートへの熱心な取り組みを期待する。

ロールプレイ実習とディスカッション

テ キ ス ト 不要

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

V.M.アクスライン　遊戯療法　岩崎学術出版社

G.L.ランドレス　プレイセラピー　関係性の営み　日本評論社

岩田純一　〈わたし〉の発達　乳幼児が語る〈わたし〉の世界　ミネルヴァ書房

D.W.ウィニコット　遊ぶことと現実　岩崎学術出版社

試験

レポート

学習態度

その他

下山晴彦（編）　臨床心理学全書　臨床心理実習論　誠信書房

計

実習報告会

オリエンテーション　幼稚園見学　遊戯療法の理論

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

ロールプレイオリエンテーション　ロールプレイ実習とディスカッション

ロールプレイ実習とディスカッション

成 績 評 価

小テスト

実技の到達度、ディスカッションへの参加、実習報告会での発表等の学習態度を総合的に評価する。

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

プレイセラピー実習とディスカッション

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理基礎実習Ⅰ

単位数 　伊藤　真理子 ・ 浅田　剛正

講義の概要
(教育目標を含む)

遊び（プレイ）を介して子どもに関わる実習と言語面接のロールプレイを通して臨床心理学的援助におけるセラピストの基本姿勢について体験的に学ぶ。
具体的には、幼稚園児と１対１で関わるプレイセラピー実習とロールプレイによるクライエントーセラピスト体験実習を行い、ディスカッションの中でクライエントの見立て、関係性、心理療
法の基本原則などについて学んでいく。

学生の学習
（行動）目標

①心理療法の基本原則を理解すること
②自らの援助的対人関係の持ち方を省察すること
③関与観察の中でクライエントの理解を深めること
④自らの臨床体験を言語を用いて表現できること

授業計画（シラバス）



１年

108 教科名

2 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに学部学生を対象とした試行カウンセリングの初回を実施し、逐
語記録を準備しておく。検討後にはレポートを作成し提出すること。

２回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに学部学生を対象とした試行カウンセリングの初回を実施し、逐
語記録を準備しておく。検討後にはレポートを作成し提出すること。

３回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに学部学生を対象とした試行カウンセリングの初回を実施し、逐
語記録を準備しておく。検討後にはレポートを作成し提出すること。

４回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

５回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

６回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

７回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

８回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

９回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

１０回 試行カウンセリング、心理療法
検討会までに試行カウンセリングの継続回を実施し、逐語記録を準備してお
く。検討後にはレポートを作成し提出すること。

１１回 試行カウンセリング、心理療法
3回実施した試行カウンセリングについて振り返り、文献等を参照しながら各
自の課題や検討点などを整理しておくこと。

１２回 インテーク面接、見立て、事例報告書
検討会までにインテーク面接ロールプレイを実施し、逐語記録およびイン
テーク報告書を準備しておく。検討後にはレポートを作成し提出すること。

１３回 インテーク面接、見立て、事例報告書
検討会までにインテーク面接ロールプレイを実施し、逐語記録およびイン
テーク報告書を準備しておく。検討後にはレポートを作成し提出すること。

１４回 インテーク面接、見立て、事例報告書
検討会までにインテーク面接ロールプレイを実施し、逐語記録およびイン
テーク報告書を準備しておく。検討後にはレポートを作成し提出すること。

１５回 インテーク面接、見立て、事例報告書
インテーク面接とは何かについて改めて検証し、文献等を参照しながら各自
の課題や検討点などを整理しておくこと。

１６回
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研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理基礎実習Ⅱ

単位数 　足立 正道 ・ 中村 協子

試行カウンセリング事例検討⑩

臨床心理実習Ⅰ・Ⅱでの心理面接事例担当に先立ち、心理臨床の基礎となる面接について学習する。
①人と向かい合うことや「聴く」ことの実際を体験的に学習し、言語面接や心理療法の基礎、セラピストとしての基本姿勢を学ぶ。
②学部学生の希望者をクライエント役とした試行カウンセリングを行ない、限りなく実践に近い実技を通して、個々の面接やカウンセリングの内容について詳細に検討する。
③インテーク面接ロールプレイを通して、初回面接でのクライエントおよび事例の見立て方、報告書の記載の仕方を学ぶ。
以上を通じて、実践場面における専門的な関わりの在り方（being）を身につける。これらは臨床心理センターにおいて実際の事例を担当する上での基礎的訓練として位置づけられる。

学生の学習
（行動）目標

・一対一の面接場面において、セラピストが備えておくべき基本姿勢を習得する。
・話を「聴く」ことにまつわる難しさや、生身のやり取りにおいて生じる現象を実感を伴って理解することができる。
・「共感」や「枠」などといった心理臨床学的な知識を実践的に捉えなおし、ディスカッションの中で検討することができる。

授業計画（シラバス）

試行カウンセリング事例検討③

試行カウンセリング事例検討④

試行カウンセリング事例検討①

試行カウンセリング事例検討②

内　　容

講義の概要
(教育目標を含む)

試行カウンセリング事例検討⑤

試行カウンセリング事例検討⑥

試行カウンセリング事例検討⑦

試行カウンセリング事例検討⑧

試行カウンセリング事例検討⑨

インテーク面接ロールプレイ①

試行カウンセリングについての振り返り

予備日

成 績 評 価

小テスト

ほぼ毎回のレポート提出が義務付けられる。
各回のディスカッションへの参加態度だけでなく、時間外実技への取り組み方や、実習を通じての習得度も含めて評価を行う。

試験

レポート

履修上の注意事項や
学習上の助言など

カウンセリングや心理療法に関する基礎知識を事前に学習しておくことが必要となる。
また、各回のディスカッションでの積極的な発言を期待する。

鑪　幹八郎　『試行カウンセリング』　誠信書房

インテーク面接ロールプレイ②

インテーク面接ロールプレイ③

インテーク面接についての振り返り、報告書作成について

テ キ ス ト 特に定めない

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

土居　健郎　　『新版　方法としての面接　臨床家のために』　医学書院

河合　隼雄　　『カウンセリングを語る』上、下　講談社＋α文庫

河合　隼雄　　『カウンセリングを考える』上、下　創元こころ文庫

河合　隼雄　　『カウンセリング教室』　創元社

学習態度

その他

計

鑪　幹八郎、名島潤慈　『心理臨床家の手引き（第３版）』　誠信書房

河合　隼雄　　『心理療法序説』　岩波書店



１年

201 教科名

4 必・選 選必 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 臨床心理センター業務・電話応対
臨床心理センターでの電話応対ロールプレイを実施し、その記録をとっておく
こと

２回 臨床心理センター業務・電話応対
臨床心理センターでの電話応対ロールプレイを実施し、その記録をとっておく
こと

３回 臨床心理センター業務・電話応対
臨床心理センターでの電話応対ロールプレイを実施し、その記録をとっておく
こと

４回 臨床心理センター業務・電話応対
臨床心理センターでの電話応対ロールプレイを実施し、その記録をとっておく
こと

５回 集団力動・リーダーシップ・役割・連携
参考書７を参照して、演習内容を復習しておくことが望ましい。演習後にレ
ポートの提出を求める。

６回 動作・身体
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

７回 言語連想法・コンプレックス
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

８回 事例検討・ケースカンファレンス 守秘義務を守りながら、事例について各自の学びをノート等で整理しておく。

９回 Ｂａｕｍテスト
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい

１０回 事例検討・ケースカンファレンス 守秘義務を守りながら、事例について各自の学びをノート等で整理しておく。

１１回 風景構成法
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい

１２回 事例検討・ケースカンファレンス 守秘義務を守りながら、事例について各自の学びをノート等で整理しておく。

１３回 スクイグル法・MSSM
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

１４回 事例検討・ケースカンファレンス 守秘義務を守りながら、事例について各自の学びをノート等で整理しておく。

１５回 コラージュ療法
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

１６回
臨床心理センター業務・スーパーヴィ
ジョン

参考書４を参照し、演習内容を復習しておくことが望ましい。演習後にレポー
トの提出を求める。

１７回 箱庭療法
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい

１８回 事例検討・ケースカンファレンス
臨床心理センターでの陪席、査定を実施した場合は、報告書を作成しておく
こと

１９回 箱庭療法
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい

２０回 事例検討・ケースカンファレンス
臨床心理センターでの陪席、査定を実施した場合は、報告書を作成しておく
こと

２１回 箱庭療法
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

２２回 事例検討・ケースカンファレンス
臨床心理センターでの陪席、査定を実施した場合は、報告書を作成しておく
こと

２３回 TAT
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

２４回 事例検討・ケースカンファレンス
臨床心理センターでの陪席、査定を実施した場合は、報告書を作成しておく
こと

２５回 ＳＣＴ
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい

２６回 事例検討・ケースカンファレンス
臨床心理センターでの陪席、査定を実施した場合は、報告書を作成しておく
こと

２７回 ＳＣＴ
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

２８回 事例検討・ケースカンファレンス
臨床心理センターでの陪席、査定を実施した場合は、報告書を作成しておく
こと

２９回 ストレスコーピング・自律訓練法
適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について事前に確
認しておくことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。

３０回
フィンガーペインティング・コラージュ・
ファンタジーグループ

適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について復習してお
くことが望ましい。

３１回
フィンガーペインティング・コラージュ・
ファンタジーグループ

適宜参考書を参照して、該当テーマについての基礎知識について復習してお
くことが望ましい。演習後にレポートの提出を求める。
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心理臨床ケースカンファレンス

臨床心理センター業務演習③（担当：中村・伊藤（若））

臨床心理センター業務演習④（担当：中村・伊藤（若））

言語的グループワーク（担当：浅田）

臨床動作法（担当：本間）

言語連想法（担当：足立）

履修上の注意事項や
学習上の助言など

各演習内容・テーマについて、単に知識をつけるだけでなく、主体的な学びを通して自ら専門職として実施できるまで習得することが期待されている。随時、専門書や関連する研究論文
などを自身で検索し、問題意識をもって学んでいくこと。

テ キ ス ト テキストは不要。担当教員からの指示のもと、参考書等の中から必要なものを適宜購入されたい。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

心理臨床家の手引　第3版、 鑪 幹八郎・名島 潤慈、誠信書房、2010

よくわかる心理臨床　皆藤章編、ミネルヴァ書房、2007

イメージの心理学　河合隼雄、青土社、1991

ストレス・マネジメント（担当：齋藤（恵））

ファンタジーグループ演習（担当：伊藤（真）・中村・浅田・真壁）

ファンタジーグループ演習（担当：伊藤（真）・中村・浅田・真壁）

成 績 評 価

小テスト

テーマごとにレポート提出が義務付けられる。
各回の演習への参加態度だけでなく、時間外での準備・実技への取り組み方や、演習を通じた技能の習得度も含めて評価を行う。

試験

レポート

学習態度

心理臨床実践におけるスーパーヴィジョン： スーパーヴィジョン学の構築　皆藤章編、日本評論社、2014

箱庭療法入門　河合隼雄、誠信書房、1969

心理臨床家のための「事例研究」の進め方、山本力・鶴田和美、北大路書房、2001

入門組織行動論　関本浩矢、中央経済社、2007

自律訓練法の実際－心身の健康のために－佐々木雄二、創元社、1976

学校、職場、地域におけるストレスマネジメント実践マニュアル　坂野雄二（監修）、北大路書房、2004

その他

計

心理臨床ケースカンファレンス

臨床心理センター業務演習①（担当：中村・伊藤（若））

心理臨床ケースカンファレンス

箱庭療法②（担当：伊藤（真））

心理臨床ケースカンファレンス

箱庭療法③（担当：伊藤（真））

心理臨床ケースカンファレンス

TAT（担当：佐藤）

臨床描画法①（担当：浅田）

心理臨床ケースカンファレンス

コラージュ療法（担当：真壁）

臨床心理センター業務演習⑤（担当：中村・伊藤（若））

箱庭療法①（担当：伊藤（真））

臨床心理センター業務演習②（担当：中村・伊藤（若））

心理臨床ケースカンファレンス

ＳＣＴ①（担当：足立）

心理臨床ケースカンファレンス

ＳＣＴ②（担当：足立）

臨床描画法②（担当：浅田）

心理臨床ケースカンファレンス

臨床描画法③（担当：浅田）

心理臨床ケースカンファレンス

・心理臨床実践に関わる業務として必要な技法、知識を身につける。
・各技法の習得を通して、全てに共通する心理臨床家としての基本姿勢や専門的視点を理解する。

授業計画（シラバス）

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理演習Ⅰ

単位数 　浅田　剛正 ・ 中村 協子 ・本間恵美子・佐藤亨・ 足立 正道 ・ 伊藤 真理子  ・ 真壁 あさみ ・  齋藤 恵美 

講義の概要
(教育目標を含む)

　臨床心理実習に参加する準備教育として、「こころの専門家」としてクライエントに接する基本的な技法と態度を学ぶ。
①　附属臨床心理センターでの業務全般について実際的な内容を学び、受付での電話対応のロールプレイを実施する。
②　言語的グループワーク、動作法、ストレスコーピング、自律訓練法、ファンタジーグループといった専門的な対人スキルについて、実際の体験を通して学ぶ。
③　描画法（Baum-test、風景構成法、スクイグル法）、コラージュ、箱庭療法、SCT、TATといった各技法の扱いに習熟し、クライエントに益する形で心理臨床場面での活用ができるように
なる。
④　臨床心理演習Ⅱ（M2配当）のケースカンファレンスに参加し、心理臨床の実践例に触れながらディスカッションを行う。また陪席や査定の実施報告書の作成、報告ができるようにな
る。

学生の学習
（行動）目標



１年

203 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 科学史・科学哲学 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

２回 文献研究・研究史 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

３回 データ収集 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

４回 データ分析 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

５回 仮説検証 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

６回 論文執筆作法 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

７回 コスモロジー・シンボリズム 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

８回 定性的研究・内奥分析 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

９回 構造化面接法・非構造化面接法 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１０回 有効性・メタ分析 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１１回 関与的観察 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１２回 人権・自己決定権 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１３回 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１４回 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１５回 各研究法の基礎を予習するともに、各自の研究テーマに即し考えること

１６回

100%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

まとめ　臨床心理学研究の困難さと重要性

テ キ ス ト 松井豊著『心理学論文の書き方』

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

試験

レポート

学習態度

その他

計

研究と倫理

科学とは何か

「問題」：テーマの絞り方・研究史のまとめ方

「方法」：調査・観察・実験

「結果」：統計の意義、検定の意味

「考察」：事実と意見・論理的位置づけと含意

心理学論文の書き方

臨床の知、科学の知

質的研究

実際の研究事例

各自の研究計画について

定期試験

成 績 評 価

小テスト

面接法

評価（効果）研究

事例研究

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理学研究法特論

単位数 　碓井　真史 ・ 浅田　剛正

講義の概要
(教育目標を含む)

日本臨床心理士会によれば、臨床心理士の４つの専門的技術として、アセスメント、面接、地域援助、そして研究があげられている。臨床と研究は、本来車の両輪とも言えるものだろう。
研究は、研究者のためのものだけではなく、臨床家の臨床実践を実り豊かに行うためのものでもある。
この講義では、臨床心理学研究法を学び、将来の臨床心理士としての活動に役立てるとともに、修士論文作成のために役立つ知識と技術を学ぶことを目標とする。講義の前半は、特に
心理学全般に関わる研究法を、後半は得に臨床心理学独自の研究法について学んでいく。

学生の学習
（行動）目標

研究法の基礎を学び、実際にデータを取得し、論文が書ける知識と技術を身につける。

授業計画（シラバス）



１年

205 教科名

2 必・選 選必 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 職業倫理と専門性
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書の倫理に関する概論の章を読
み復習する

２回 専門職倫理
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書の生命科学における倫理に関
する章を読み復習する

３回 基本的倫理と責任
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書の基本的倫理に関する章を読
み復習する。

４回 秘密保持
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書の機密保持に関する章を読み
復習する

５回 職能的資質の向上
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書の専門的能力に関する章を読
み復習する

６回 インフォームド・コンセント
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書のインフォームド・コンセントに
関する章を読み復習する

７回 多重関係
配布資料ならびに，下記にあげてある参考書の多重関係に関する章を読み
復習する

８回 倫理原則 第２回から第７回の内容について，配布資料を中心に復習しておく

９回 精神保健福祉法 精神保健福祉法の講義の内容についてレポート提出

１０回 架空事例 架空事例ディスカッションとポイントを復習し整理しておく

１１回 架空事例 架空事例ディスカッションとポイントを復習し整理しておく

１２回 架空事例 架空事例ディスカッションとポイントを復習し整理しておく

１３回 架空事例 架空事例ディスカッションとポイントを復習し整理しておく

１４回 架空事例 架空事例ディスカッションとポイントを復習し整理しておく

１５回 まとめ 第１０回から第１４回の事例及び討議のポイントを整理し復習しておく

１６回

40%

30%

30%

0%

100%

1

2

3

4 援助専門家のための倫理問題ワークブック、ジェラルド・コウリー他著、村本詔司監訳、創元社、2004

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

グループ討議や体験学習を重視するので、個々人が積極的な姿勢で授業に臨むことを求める。

まとめ　その２

テ キ ス ト なし。適宜プリントを配布する。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

臨床心理学の倫理を学ぶ、金沢吉展、東京大学出版会、2006

心理臨床と倫理、村本詔司、朱鷺書房、1998

心の専門家が出会う法律－臨床実践のために（第３版）佐藤進監修、津川律子・元永拓郎編、誠信書房、2009 

臨床心理学１　カウンセリングと精神療法（心理治療）、氏原寛・成田善弘、培風館、1999

心理臨床実践における倫理Ⅳ：グループ討議

心理臨床実践における倫理Ⅴ：グループ討議

成 績 評 価

小テスト

・それまでの内容を把握できているのかを確認するために小テストを１～２回行う。
・授業内容の理解を深めるため、レポート提出を求める。
・学習態度は、授業中の討論及び演習に取り組む態度をもとに評価する。

試験

レポート

学習態度

その他

計

心理臨床実践における倫理Ⅲ：グループ討議

イントロダクション

医療倫理、精神医学と心理学の倫理：他専門職の倫理

臨床心理士の倫理原則Ⅰ：基本的倫理と責任

臨床心理士の倫理原則Ⅱ：秘密保持

臨床心理士の倫理原則Ⅲ：職能的資質の向上

臨床心理士の倫理原則Ⅳ：インフォームド・コンセント

臨床心理士の倫理原則Ⅴ：対象者との関係、多重関係の問題

まとめ　その１

精神保健福祉法（外部講師）

心理臨床実践における倫理Ⅱ：グループ討議

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理倫理特論

単位数 　佐藤　亨 ・ 中村　協子

講義の概要
(教育目標を含む)

職業倫理とは、ある職業集団のメンバーが社会に対して行う行為について規定し律する行動規範であり、専門職として社会的責任を果たす上で必要不可欠なものである。この職業倫理
が十分に実践されることによって、より良い臨床行為が生まれ、クライエントの福祉や社会全体への貢献につながる。また、精神保健福祉法の成り立ちと趣旨を理解することは、心理臨
床における倫理実践と深く関わっている。本講義では、高度専門職業人としての臨床心理士に必要な職業倫理の原則や倫理的意思決定プロセスを学び、臨床実践力を養うことをねらい
とする。常に複雑かつ流動的な心理臨床の場において、即時に的確な倫理的判断を行えるよう、判断の基準やプロセスを学び、さらに架空事例についてのグループ討議や体験学習に
よって具体的な問題解決のためのスキルを身につける。

学生の学習
（行動）目標

１．心理臨床実践における職業倫理の必要性について理解し、詳しく述べることができる。
２．臨床心理士の倫理原則について、専門用語を用いて説明できる。
３．具体的な臨床場面における倫理的問題を見出し、その根拠と適切な対応を述べることができる。
４．倫理的意思決定プロセスの方法を理解し、現実場面に応用できる。

授業計画（シラバス）

心理臨床実践における倫理Ⅰ：グループ討議



1･2年

206 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 ピアジェ、ヴィゴツキー
以下の本を復習すること。知能の誕生 / J.ピアジェ　　著 ; 谷村覚　訳　京都
: ミネルヴァ書房 , 1978.4

２回 気質、環境
以下の本を復習すること。精神発達の理論 / ヴィゴッキ－　　著 ; 柴田義松
訳 /東京 : 明治図書出版 , 1970.3

３回 発達支援計画、説明と同意
以下の本を予習すること。シリーズ臨床発達心理学（編者：本郷一夫他　ミネ
ルヴァ書房、2011）

４回
胎児、アプガｰスコア、シナプスの増加
と刈り込み

以下の本を復習すること。胎児・新生児の心の世界 / 田島信元監修 サン・
エデュケーショナル , c2011発達と支援 : 胎児期～幼児期 : 現代心理学 ; 2)

５回 乳児、生物的適応、睡眠
以下の本を復習すること。胎児・新生児の育ちを見守る支援 / 田島信元監
修 ; 高井清子指導サン・エュケーショナル , c2011発達と支援

６回 愛着関係、ストレンジシチュエーション
以下の本を復習すること。母子関係の理論 : 愛着行動 / J.ボウルビィ　　〔著〕 ; 黒田実郎
〔ほか〕訳   1. - 新版. - 東京 : 岩崎学術出版社 , 1991.4

７回 シェマ、自己中心性、ふり遊び
以下の本を復習すること。心とことばの起源を探る (シリーズ 認知と文化 4)
[単行本] マイケル・トマセロ),

８回 児童、運動、書字
以下の本を復習すること。シリーズ臨床発達心理学（編者：本郷一夫他　ミネ
ルヴァ書房、2011）

９回 思考、自己認知、他者認知
以下の本を復習すること。子どもはどう考えるか : 認知心理学からみた子どもの思考 / 栗山和
広編著 ; 小林小夜子　東京 : おうふう , 2010.6.10. - (おうふう心理ライブラリー )

１０回 自我同一性、エリクソン
以下の本を復習すること。ライフサイクル、その完結 / E.H.エリクソン ; J.M.エ
リクソン　[著]増補版. - 東京 : みすず書房 , 2001.3.23

１１回 引きこもり、引きこもり者への支援
以下の本を復習すること。発達精神病理学：子どもの精神病理の発達と家族関係（著者、E・
M・カミングス、 P・T・デイヴィーズ、監訳:　菅原ますみ　ミネルヴァ書房、2006）

１２回 成人前期、職業選択
以下の本を復習すること。生涯キャリア発達 : 職業生涯の転機と移行の連鎖
/ 武田圭太　　著東京 : 日本労働研究機構 , 1993.3.31

１３回 中年期、子育て、親の介護
以下の本を復習すること。成人の心理学 : 世代性　(ジェネラティヴィティ)　と
人格的成熟 / 丸島令子著京都 : ナカニシヤ出版 , 2009.12.20

１４回 子どもの独立、離婚、中年期うつ
以下の本を復習すること。中年期・老年期の臨床心理学 / 田中信市 ; 下川昭夫共編　東京 :
培風館 , 2009.6.10. - (ライフサイクルの臨床心理学シリーズ )

１５回 老年期、老化、結晶性知能
以下の本を復習すること。エイジング心理学ハンドブック / ジェイムズ・E.ビリ
ン ; K.ワーナー・シャイエ編京都 : 北大路書房 , 2008.7.21

１６回 発達のまとめ

90%

10%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

人は生涯発達し続ける存在である。多くの場合、発達は人を健やかにさせるが、時にはその人を健やかでなくさせる。本講義では発達理解と発達支援の枠組みを紹介した後、各発達段
階における定型発達と心理的問題を紹介する。臨床現場（人間を支援する場面）において、人間を発達的観点から理解できるようになることが本講義の狙いである。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 発達心理学特論

単位数 　横谷　謙次

① 基礎的な発達について理解している。
② 基本的な発達支援を理解している。

授業計画（シラバス）

成人前期の職業選択

発達理解の枠組み

発達支援の枠組み　事例を通して

発達支援の枠組み　説明を通して

胎児期の発達

乳児期の発達

幼児期の対人関係

幼児期の認知

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

児童期の学習

児童期の思考

青年期の発達

青年期の問題

中年期の家族形成

中年期の問題

履修上の注意事項や
学習上の助言など

老年期の発達・問題

テ キ ス ト 不要

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

シリーズ臨床発達心理学（編者：本郷一夫他　ミネルヴァ書房、2011）

発達精神病理学：子どもの精神病理の発達と家族関係（著者、E・M・カミングス、 P・T・デイヴィーズ、監訳:　菅原ますみ　ミネルヴァ書房、2006）

心とことばの起源を探る (シリーズ 認知と文化 4) [単行本] マイケル・トマセロ (著),

知能の誕生 / J.ピアジェ　　著 ; 谷村覚　訳　京都 : ミネルヴァ書房 , 1978.4

まとめと学習到達度テスト

成 績 評 価

小テスト

試験

精神発達の理論 / ヴィゴッキ－　　著 ; 柴田義松　　訳 /東京 : 明治図書出版 , 1970.3

人間発達の生態学(エコロジー) : 発達心理学への挑戦 / ユリー・ブロンフェンブレンナー著 ; 磯貝芳郎 /東京 : 川島書店 , 1996.2.10.

エイジング心理学ハンドブック / ジェイムズ・E.ビリン ; K.ワーナー・シャイエ編　京都 : 北大路書房 , 2008.7.20

ライフサイクル、その完結 / E.H.エリクソン ; J.M.エリクソン　[著]増補版. - 東京 : みすず書房 , 2001.3.23

中年期・老年期の臨床心理学 / 田中信市 ; 下川昭夫共編　東京 : 培風館 , 2009.6.10. - (ライフサイクルの臨床心理学シリーズ )



１年

209 教科名

2 必・選 選必 開講時期 後期集中 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 家族心理学
家族心理学の扱う領域について，図書館やインターネット等で調べてくるこ
と。

２回 一般システム理論
教科書第２章を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念についてノートに整
理しておくこと。

３回 家族の構造
事前に配付した資料を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念について
ノートに整理しておくこと。

４回 家族の機能
事前に配付した資料を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念について
ノートに整理しておくこと。

５回 家族ライフサイクル
事前に配付した資料を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念について
ノートに整理しておくこと。

６回 多世代派
教科書第３章を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念についてノートに整
理しておくこと。

７回 構造派
教科書第４章を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念についてノートに整
理しておくこと。

８回 戦略派
教科書第５章を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念についてノートに整
理しておくこと。

９回 心理教育
事前に配付した資料を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念について
ノートに整理しておくこと。

１０回 家族質問紙法・面接法
事前に配付した資料を読んでくること。講義で取り上げた鍵概念について
ノートに整理しておくこと。

１１回 家族投映法
事前に配付した資料を読んでくること。ミニ実習で自分が体験したことをまと
めておくこと。

１２回 メゾシステム
事前に配付した資料を読んでくること。講義で討論した内容と，そこから学ん
だことをまとめておくこと。

１３回 対象関係
事前に配付した資料を読んでくること。講義で討論した内容と，そこから学ん
だことをまとめておくこと。

１４回 家族神話
事前に配付した資料を読んでくること。ミニ実習で自分が体験したことをまと
めておくこと。

１５回 間システム
事前に配付した資料を読んでくること。講義で討論した内容と，そこから学ん
だことをまとめておくこと。

１６回
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講義の概要
(教育目標を含む)

本講義では、主にシステム論的観点から、家族成員個々の精神内界、家族成員間、家族成員と家族の間、家族という有機体自体、さらに、家族と社会・文化の間に生じるさまざまな事
象について検討する。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 　家族心理学特論

単位数 　☆横山　知行

1．システム論に基づく考え方を身につける。2．家族の構造と機能について述べることができる。３．代表的な家族療法の諸学派について説明できる。４．家族アセスメントの基本的事項
を説明できる。5．システム論から表象としての家族を捉えることができる。

授業計画（シラバス）

学校・地域・社会システムと家族

イントロダクション

パースペクティブとしてのシステム理論

家族の構造と機能（１）

家族の構造と機能（２）

家族ライフサイクル論

家族療法の基礎理論（１）

家族療法の基礎理論（２）

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

家族療法の基礎理論（３）

家族療法の基礎理論（４）

家族のアセスメント（１）

家族のアセスメント（２）

内的対象としての家族

表象としての家族

履修上の注意事項や
学習上の助言など

適宜、グループディスカッションやミニ実習を取り入れつつ講義を行う。なお、テキストは、講義前に目を通しておくことが望ましい。

間システムと家族

テ キ ス ト 家族療法入門，遊佐安一郎，星和書店，1984　：　講義開始までに各自用意しておくこと。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

戦略的心理療法，ヘイリー（高石昇訳），黎明書房，2000

もの想いと解釈，オグデン（大矢泰士訳），岩崎学術出版社，２００６

人間コミュニケーションの語用論，ワツラウィック（尾川丈一訳），二瓶社，２００７

家族療法の基礎理論，ホフマン（亀口憲治訳），朝日出版社，２００６

定期試験

成 績 評 価

小テスト

・グループ単位で，代表的な家族療法について調べ，講義中に発表してもらう。発表にあたっては，レジェメを作成し，また，パワーポイント等を使ったわ
かりやすいプレゼンテーションを行うこと。
・ミニ実習終了後，振り返りのレポートを課する。
・学習態度は，授業中の発言，態度，準備学習への取り組み状況を基に評価する。

試験

　　



１年

210 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期集中 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 大脳、神経細胞 配布プリントの復習

２回 扁桃体、海馬 配布プリントの予習、レポート課題による復習

３回 神経伝達物質 配布プリントの予習、レポート課題による復習

４回 有病率　性差 指定教科書p120～１29の予習、配布プリント、設問集の復習

５回 陽性症状　陰性症状 呈示ケースについての予習、グループワークによる復習

６回 DSM-5 抗精神病薬 指定教科書p120～134の予習、配布プリンおよび設問集の復習

７回 有病率　性差 指定教科書p134～147の予習、配布プリンおよび設問集の復習

８回 Major Depression 指定教科書p134～147の予習、配布プリントおよび設問集の復習

９回 Bipolar DisorderⅠ、Ⅱ 指定教科書p134～147の予習、配布プリントおよび設問集の復習

１０回 全般性不安障害、パニック障害 指定教科書p164～183の予習、配布プリントおよび設問集の復習

１１回 解離障害、転換性障害 指定教科書p184～183の予習、配布プリントおよび設問集の復習

１２回 適応障害、外傷後ストレス障害 指定教科書p184～189の予習、配布プリントおよび設問集の復習

１３回 身体化　心気症 指定教科書p200～204の予習、配布プリントおよび設問集の復習

１４回 神経性食欲不振症、過食症 指定教科書p232～239の予習、配布プリンおよび、設問集の復習

１５回 抗精神病薬、抗うつ薬、抗認知症薬 指定教科書p323～391の予習、配布プリントおよび設問集の復習

１６回 定期試験
指定教科書の全範囲、配布プリントおより設問集、指定インターネットサイト
の　復習
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講義の概要
(教育目標を含む)

臨床心理学と関連する精神医学について知識を深めることを目的とする。
精神医学の方法論、診断学、症状学、面接、精神疾患の基礎知識、精神科薬物療法を中心に学ぶ。
また、臨床心理学と関係が深い心身症についても学ぶ。精神科臨床において、臨床心理家が出会うことの多い疾患、症状、病態、問題行動などについての精神医学的知識や対応を学
ぶ。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 精神医学特論

単位数 　村松　公美子

精神疾患および薬物療法についての基礎知識を獲得する。基礎知識をもとに臨床心理士として要請される精神科との連携について学ぶ。

授業計画（シラバス）

ストレス関連障害

脳の機能と形態

脳とこころⅠ

脳とこころⅡ

統合失調症　総論

統合失調症　病因、臨床症状

統合失調症　診断　治療 および妄想性障害　診断　治療

気分障害　総論

内　　容

学習態度

その他

計

気分障害　（うつ病）

気分障害（躁病）

神経症性障害Ⅰ

神経症性障害Ⅱ

身体表現性障害

摂食障害

履修上の注意事項や
学習上の助言など

講義形式とゼミ形式で行う。与えられた課題について、各人が予習をし、担当部分のプレゼンテーションを行う。その後の全員で質疑を通して理解を深める。

最新精神科薬物療法

テ キ ス ト
　書名　サイコロジストのための精神医学の基礎知識 第２版出版社　誠信書房　（2013年）編者名　上島国利ら

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

書名　精神科診察診断学　出版社　医学書院　編者名　古川壽亮

書名　カプラン 臨床精神医学ハンドバック出版社　医学書院　　監約　　融　道男

成 績 評 価

小テスト

・脳とこころ領域のレポートを課す予定にしている。・学習態度は、プレゼンテーション、質疑応答について評価する。

試験

レポート



１年

218 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 統計的検定 テキストpp.6～17を読んでくること。

２回 量的変数、質的変数、尺度水準 テキストpp.18～25を読んでくること。

３回 図表、度数分布 テキストpp.28～29を読んでくること。

４回 代表値、散布度、尖度、歪度 テキストpp.30～37を読んでくること。

５回 相関係数、クロス表、φ係数 テキストpp.44～59，pp.62～65を読んでくること。

６回 標準化、線形変換 テキストpp.38～43，pp.26～27を読んでくること。

７回 仮説検証 指定された論文を事前に読み込んでくること。

８回 統計的仮説検定 テキストとノートを使って十分に復習してくること。

９回 母集団と標本，帰無仮説，有意水準 テキストのpp108～125をよく読んでくること。

１０回 対応のないｔ検定 テキストのpp144～161をよく読んでくること。

１１回 対応のあるｔ検定 テキストのpp144～161をよく読んでくること。

１２回 一元配置分散分析 テキストのpp162～173をよく読んでくること。

１３回 二元配置分散分析 テキストのpp174～177，pp184～193をよく読んでくること。

１４回 χ自乗検定 テキストのpp134～140をよく読んでくること。

１５回 まとめ テキストとノートを使って十分に復習してくること。

１６回
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履修上の注意事項や
学習上の助言など

数学や統計に関する基礎学力に不安のある者は、事前にある程度の予習をしておくことが望ましい。
また、集計や分析にExcelを用いるので、ノートパソコンを用いた作業の準備をしておく必要がある。

まとめ

テ キ ス ト
「よくわかる心理統計(やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」，山田 剛史・村井 潤一郎著，ミネルヴァ書房 ，2004

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本、吉田寿夫著、北大路書房、1998

ユーザーのための教育・心理統計と実験計画法、田中敏・山際勇一郎著、教育出版、1992

心理学のためのデータ解析テクニカルブック、森敏昭・吉田寿夫、北大路書房、1990

Excelでやさしく学ぶ統計解析、石村貞夫他著、東京図書、2013　

試験

レポート

学習態度

その他

計

統計的検定Ⅱ（分散分析①）

イントロダクション：心理学における統計の必要性について

変数の捉え方：変数の分類と量的変数の尺度水準

数的処理演習Ⅰ：図表を用いた度数分布の表し方

数的処理演習Ⅱ：量的変数・質的変数に関するデータの数値要約

数的処理演習Ⅲ：２変数の関係についての分析

数的処理演習Ⅳ：変数の変換

論文講読：量的変数を扱った調査研究の論文講読

調査計画の立案の概要

統計的検定Ⅱ（分散分析②）

統計的検定Ⅲ（χ自乗検定）

　

成 績 評 価

小テスト

･それまでの内容が理解できているのかを確認するための小テストを２回程度行う。
・授業中に提示された課題に取り組む態度を「学習態度」として評価する。

研究計画と統計的検定

統計的検定Ⅰ（ｔ検定①）

統計的検定Ⅰ（ｔ検定②）

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 心理学研究法演習

単位数 　佐藤　亨 ・ 〇齋藤　恵美

講義の概要
(教育目標を含む)

臨床心理学研究を進めるために、その基礎となる心理学研究法に習熟することを目的とする。特に心理学研究に必須となる数量データを扱う上で、数的指標の読み取り、分析や検定の
用い方、結果の記述法などについて、具体的な演習を通じて習得してゆく。
前半では数的処理について演習を行い、心理学研究論文の読解とデータ分析に必要な知識と技術を学ぶ（１～８回担当：齋藤）。後半に実際の統計的検定についての演習を行い、統計
的検定の考え方についての理解を深める（９～１５回担当：佐藤）。

学生の学習
（行動）目標

・調査計画に合わせて適切な統計的検定を選択できる。
・基礎的な統計的検定を実施し、その結果を適切にまとめることができる。
・数量データを適切に図示し、正確に読み取ることができる。
・数値要約と分析の方法を理解し、研究論文の読解や研究計画の立案に生かすことができる。

授業計画（シラバス）



１年

301 教科名

2 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究テーマ 教員からの助言をもとに研究テーマについて検討する

２回 　〃 　〃

３回 研究テーマ、研究の進め方 研究テーマ、進め方についての検討、必要に応じて資料収集

４回 　〃 　〃

５回 　〃 　〃

６回 　〃 　〃

７回 　〃 　〃

８回 　〃 　〃

９回 　〃 　〃

１０回 　〃 　〃

１１回 　〃 　〃

１２回 　〃 　〃

１３回 　〃 　〃

１４回 　〃 　〃

１５回 研究発表、討論 研究発表の準備

１６回 研究の進め方、研究計画、討論 研究計画作成に向けての準備、資料収集

１７回 　〃 　〃

１８回 　〃 　〃

１９回 　〃 　〃

２０回 　〃 　〃

２１回 　〃 　〃

２２回 　〃 　〃

２３回 　〃 　〃

２４回 　〃 　〃

２５回 　〃 　〃

２６回 　〃 　〃

２７回 　〃 　〃

２８回 研究計画、討論 研究計画の作成

２９回 　〃 研究計画の作成

３０回 研究発表、討論 研究発表の準備

３１回

50%

50%
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　〃

修士論文の担当教員が決まり、研究の進め方について話し合う。

　〃

　〃

　〃

　〃

履修上の注意事項や
学習上の助言など

テ キ ス ト 特に指定はないが、指導教員によって適宜紹介する。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「心理学研究法入門」南風原朝和・市川伸一・下山晴彦編　東京大学出版会

「臨床心理学研究法」全8巻　下山晴彦編　新曜社　

「初心者のための臨床心理学研究実践マニュアル」津川律子・遠藤裕乃著　金剛出版

　〃

修士論文中間発表会を開催し、発表・質疑応答により研究計画をブラッシュアップさせ
る。（1月22日午前）

成 績 評 価

小テスト

学習態度はゼミへの準備とデスカッションへの参加状況による。
その他は、修士論文の進め方と内容、文献の選び方などについての評価を行なう。

試験

レポート

学習態度

「はじめて学ぶ臨床心理学の質的研究：方法とプロセス」岩壁茂著　岩崎学術出版社

「人間科学のための混合研究法」J. W. クレスウェル・V. L.　プラノクラーク著　北大路書房

「改訂エンサイクロペディア心理学研究方法論」W. J. レイ著　北大路書房

「社会調査の考え方」（上・下）佐藤郁哉著　東京大学出版会

その他

計

研究計画の目安が立てられるように進める。

修士論文研究計画に基づいて、院生が各教員を個別に訪問し、論文作成について話し
合う。

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

修士論文構想発表会を開催し、発表・質疑応答により研究計画をブラッシュアップさせ
る。（8月10日午前）

研究の進め方や計画について話し合う。

　〃

〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

・修士論文を作成するにあたって必要な文献の内容を理解する。
・修士論文を作成するために必要な研究方法を理解する。
・修士論文作成についてディスカッションを通して検討できる。
・修士論文作成に必要な倫理的問題を理解する。

授業計画（シラバス）

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 特定課題研究Ⅰ

単位数   本間恵美子・村松公美子・碓井真史・佐藤亨・足立正道・伊藤真理子・浅田剛正・横谷謙次

講義の概要
(教育目標を含む)

各自の研究テーマを、大学院のレベルにふさわしく、かつ高度専門職業人として適切な研究課題を設定し、実践的な研究計画を立てる。担当教員の創意と工夫によるゼミ形式で進めら
れる。修士課程2年次に向けて論文の作成を目指す準備期間となる。

学生の学習
（行動）目標



 

 

 

 

 
平成２７年度(2015)入学生 

 

教育課程表 

講義概要（２年次開講科目） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



必修
選択
必修

選択 前期 後期 前期 後期

臨床心理学特論Ⅰ 101 1 2 2 本間恵美子

臨床心理学特論Ⅱ 102 1 2 2 佐藤亨

臨床心理面接特論Ⅰ 103 1 2 2 中村協子

臨床心理面接特論Ⅱ 104 1 2 2 足立正道

臨床心理査定演習Ⅰ 105 1 2 2 佐藤亨・中村協子

臨床心理査定演習Ⅱ 106 1 2 2 中村協子

臨床心理基礎実習Ⅰ 107 1 2 2 伊藤真理子・浅田剛正

臨床心理基礎実習Ⅱ 108 1 2 2
浅田剛正・足立正道・中
村協子

臨床心理実習Ⅰ 109 2 1 1
本間恵美子・佐藤亨・村
松公美子・☆運上司子

臨床心理実習Ⅱ 110 2 1 1
佐藤亨・本間恵美子・○
真壁あさみ・☆運上司子

１コマに外部講師招
聘（病院CP;上野/名
和）

臨床心理演習Ⅰ 201 1 4
浅田剛正、他（計７名）
※１

臨床心理演習Ⅱ 202 2 4
伊藤真理子、他（計12
名）　※２

臨床心理学研究法特論 203 1 2 2 碓井真史・浅田剛正

地域調査法特論 204 2 2 2 本間恵美子

臨床心理倫理特論 205 1 2 2 佐藤亨・中村協子
佐藤（10）、中村(5)、1
コマに外部講師招聘
（法律；野口）

発達心理学特論 206 2 2 2 横谷謙次
隔年開講
H28年度

人格心理学特論 207 2 2 2 浅田剛正

社会心理学特論 208 2 2 2 碓井真史

家族心理学特論 209 1 2 2 ☆横山知行 集中

精神医学特論 210 1 2 2 村松公美子 集中

障害者（児）心理学特論 211 2 2 2 横谷謙次

1コマに外部講師招聘
（法律；本村美八留先
生(障害者支援法
等））
隔年開講

医療心理学特論 212 2 2 2 休講

精神分析学特論 213 2 2 2 足立正道
隔年開講
Ｈ２７年度開講

乳幼児・児童心理臨床特論 214 2 2 2 伊藤真理子

コミュニティ・アプローチ特論 215 2 2 2 ☆未定 休講

学校臨床心理学特論 216 2 2 2 伊藤真理子
外部講師招聘（教育・
SC）

認知行動療法特論 217 1・2 2 2 ☆大月　友
隔年開講
Ｈ２７集中

心理学研究法演習 218 1 2 2 佐藤亨・○齋藤恵美

特定課題研究Ⅰ 301 1 2
本間、村松、碓井、佐
藤、足立、伊藤、浅田、
横谷

特定課題研究Ⅱ 302 2 2
本間、村松、碓井、佐
藤、足立、伊藤、浅田、
横谷

○学部専任教員

☆学外非常勤講師

※１　臨床心理演習Ⅰ担当教員：浅田・中村・足立・伊藤・橘・○真壁・○齋藤

※２　臨床心理演習Ⅱ担当教員：伊藤・中村・村松・本間・佐藤・足立・浅田・横谷・橘・○真壁・○齋藤・☆運上

教育課程表　（平成27年度〔2015〕入学生適用）

2

授　　業　　科　　目
講義
番号

授業
年次

単　位 １年 ２年
担当教員

4

4

2



２年

109 教科名

1 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 個人知能検査、行動観察
各「理論マニュアル」の2，3章、「観察法」1，5章の講読とまとめのレポート
の作成

２回 心理面接、心理査定 参考文献「面接法」の講読

３回 精神科病院、精神疾患 病院実習報告書のまとめ、報告会発表レジュメと原稿の準備

４回 一時保護所、虐待 県内の児童相談所の特徴を予習し、疑問点を整理、見学後レポート作成

５回 WAIS-Ⅲ、行動観察 WAIS-Ⅲの実施と報告書の準備、関連文献の講読

６回 同上 同上

７回 同上 同上

８回 同上 同上

９回 同上 同上

１０
回

WISC-Ⅳ、行動観察 WISC-Ⅳの実施と報告書の準備、関連文献の講読

１１
回

同上 同上

１２
回

同上 同上

１３
回

同上 同上

１４
回

同上 同上

１５
回

同上 報告書の作成

１６
回

70%

30%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

報告書の検討、すまいるランド実習オリエンテーション

テ キ ス ト
「WISC－Ⅳ実施・採点マニュアル」　日本文化科学社、「WISC-Ⅳ理論解釈マニュアル」日本文化科学社
「WAIS-Ⅲ実施・採点マニュアル」日本文化科学社、「WAIS-Ⅲ理論マニュアル」日本文化科学社
「心理学マニュアル 観察法」中澤潤､他編著  北大路書房

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

｢WISC-Ⅳの臨床的利用と解釈」　A. ブリフィティラ、他編　上野一彦、他監訳　日本文化科学社

「日本版WAIS-Ⅲの解釈事例と臨床研究」藤原和弘、他編著　日本文化科学社

「日本版WISC-Ⅳによる発達障害のアセスメント」上野一彦、他著　日本文化科学社

「心理学マニュアル　面接法」保坂亨、他編著　北大路書房

「面接法」熊倉伸宏著　新興医学出版

試験

レポート

学習態度

その他

｢発達障害の理論と支援のためのアセスメント」　前川久男、他編　日本文化科学社

「エッセンシャルズ　WISC-Ⅳによる心理アセスメント」D. P. フラナガン、A. S. カウフマン著　上野一彦監訳　日本文化科学社

計

WISC-Ⅳ検査実習３

オリエンテーション

臨床心理センターにおける実習

病院実習報告会

児童相談所見学

WAIS-Ⅲ検査実習１

WAIS-Ⅲ検査実習２

WAIS-Ⅲ検査実習３

WAIS-Ⅲ検査実習４

WISC-Ⅳ検査実習４

WISC-Ⅳ検査実習５

成 績 評 価

小テスト

学習態度は討論への参加、報告会における発表による

WAIS-Ⅲ検査実習５

WISC-Ⅳ検査実習１

WISC-Ⅳ検査実習２

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理実習Ⅰ

単位数 　本間　恵美子 ・ 佐藤　亨 ・ 横谷　謙次 ・ 村松　公美子 ・ ☆運上　司子 ・ ☆橘　玲子

講義の概要
(教育目標を含む)

　幼児および成人を対象とした知能検査を実施し、各事例について検討会を行い、報告書にまとめる。これにより、知能検査に習熟することと、検査結果と行動観察から検査場面か
ら得られる情報を有効に利用して報告できることをめざす。
　事前に行う精神科病院での実習では、診察の陪席と同行、集団作業療法とSSTへの参加、心理検査の施行を行い、精神症状の捉え方と対処について、および医療機関における
臨床心理士の専門的視点を見出すことを目的とする。
　子育て支援施設で、集団の中での健康な親子関係の観察と遊びの実習を行う。また、児童相談所の見学を行い、現場の臨床心理士からの説明を受ける。
　臨床心理センターにおける実習では、インテーク面接の陪席を行い、心理面接および心理査定を担当し、それについて教員によるスーパーヴィジョンを受ける。

学生の学習
（行動）目標

　・精神症状のアセスメントを学ぶ    ・精神科チーム医療を理解する
  ・WISC（WAIS)を幼児（成人）に対して滞りなく試行することができる
　・WISC（WAIS)の検査結果について、多角的視点から考察できる
　・WISC（WAIS)の検査結果を統合し、治療計画に活用できる
　・子育て支援施設における子どもの遊び、親子等の関わり、保育士と親子のかかわりを臨床心理学的視点から観察できる
　・親子等への臨床心理学的な関わり、援助方法について考察できる

授業計画（シラバス）



２年

110 教科名

1 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 心理面接 参考文献「方法としての面接」の講読（予習及び復習）

２回 精神科病院、福祉施設
参考文献「臨床心理士をめざす大学院生のための精神科実習ガイド」，「臨
床心理実習論」の講読（予習及び復習）

３回 精神科病院、チーム医療 教わった内容について，実習前にきちんと復習しておくこと。

４回 精神科病院、福祉施設 実習目標の検討、実習日誌の書き方

５回 現場の臨床心理士、チーム医療 実習日誌についての検討

６回 同上 同上

７回 同上 同上

８回 同上 同上

９回 同上 同上

１０回 実習体験の共有 報告書の作成、修正

１１回 同上 同上

１２回 同上 同上

１３回 同上 同上

１４回 同上 同上

１５回 同上 報告書のまとめ

１６回

30%

70%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

学外実習では予め実習目標を具体的に立て、病院実習では医師の診察陪席や心理査定の陪席及び施行、デイケア、作業療法等の実習を行なう。また，福祉施設では，利用者との関り
の中で臨床心理士の専門性や役割について理解を深める。その上で，実習日誌をもとに現場の臨床心理士と検討を進める。さらに、実習体験による学びを促進・共有するため、学内の
実習報告会においてディスカッションを行なう。
臨床心理センターでの実習には、スーパーヴァイザーによる指導の下、臨床心理面接及び査定（投映法・知能検査など）の事例を担当することと、インテーク面接の陪席・補佐が含まれ
る。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理実習Ⅱ

単位数 　佐藤　亨 ・ 本間　恵美子 ・ ○真壁　あさみ ・ ☆運上　司子 ・ ☆橘　玲子

・臨床現場における臨床心理士の専門業務（面接・査定・グループワーク等）を体験し，実践するための基礎を身につける。
・臨床心理学及び精神医学の知識・理論を実際のクライエント理解に正しく活かすことができる。
・チーム医療や各機関での他職種との連携・協働の基本的視点を身につける。

授業計画（シラバス）

同上

臨床心理センターでの実習

学外実習の事前オリエンテーション１

学外実習の事前オリエンテーション２：精神科病院に勤める臨床心理士による事前指導

学外実習（各機関において１名ずつ１週間の実習を行なう）

同上

同上

同上

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

同上

同上

学内の実習報告会

同上

同上

同上

履修上の注意事項や
学習上の助言など

全体の実習報告会

テ キ ス ト 特に無し

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

臨床心理士をめざす大学院生のための精神科実習ガイド、津川律子・橘玲子、誠信書房、2009

臨床心理実習論 (臨床心理学全書第4巻)、下山 晴彦 編、誠信書房、2003

方法としての面接―臨床家のために、土居 健郎、医学書院、1992

成 績 評 価

小テスト

・当該実習機関の臨床心理士による評価、提出レポートと報告会の評価を総合して成績を判断する。
・評価基準は、実習への取り組みの態度・目的意識、臨床心理士との検討内容と理解度、臨床事例に対する理解度と対応などである。

試験



２年

202 教科名

4 必・選 選必 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

２回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

３回 事例検討 資料作成

４回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

５回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

６回 事例検討 資料作成

７回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

８回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

９回 事例検討 資料作成

１０回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

１１回 事例検討 資料作成

１２回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

１３回 事例検討 資料作成

１４回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

１５回 事例検討 資料作成

１６回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

１７回 事例検討 資料作成

１８回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

１９回 事例検討 資料作成

２０回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

２１回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

２２回 事例検討 資料作成

２３回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

２４回 事例検討 資料作成

２５回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

２６回 事例検討 資料作成

２７回 事例検討 資料作成

２８回 スーパーヴィジョン 逐語記録作成・SVレポート作成

２９回 事例検討 資料作成

３０回 ファンタジーグループ

３１回 ファンタジーグループ レポート作成

100%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　〃

心理臨床ケースカンファレンス①

スーパーヴィジョン

　〃

心理臨床ケースカンファレンス②

スーパーヴィジョン

履修上の注意事項や
学習上の助言など

テ キ ス ト 不要

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

心理臨床ケースカンファレンス⑪

ファンタジーグループ演習

ファンタジーグループ演習

成 績 評 価

小テスト

事例への対応・事例の理解・考察や発表のわかりやすさ、討論の姿勢などを対象に評価を行う。

試験

レポート

学習態度

その他

計

スーパーヴィジョン

スーパーヴィジョン

スーパーヴィジョン

心理臨床ケースカンファレンス⑧

スーパーヴィジョン

　〃

心理臨床ケースカンファレンス⑨

スーパーヴィジョン

心理臨床ケースカンファレンス③

スーパーヴィジョン

心理臨床ケースカンファレンス⑥

スーパーヴィジョン

心理臨床ケースカンファレンス⑦

　〃

心理臨床ケースカンファレンス⑩

スーパーヴィジョン

心理臨床ケースカンファレンス⑩

心理臨床ケースカンファレンス⑪

心理臨床ケースカンファレンス④

スーパーヴィジョン

心理臨床ケースカンファレンス⑤

スーパーヴィジョン

スーパーヴィジョンには、担当するケースについて一度の面接・査定ごとに記録をまとめた上で、自分自身の問題意識を持って臨むことが求められる。
１回終了毎にレポートの作成を行い次回のスーパーヴィジョンの際に提出する。
ケースカンファレンスにおいても前期後期各1回以上の発表が求められる。事前にカンファレンスで検討したい事項や事例・面接経過の見立てについて自分なりに組み立て、問題意識を
持って発表を行うとともに積極的にディスカッションに参加することが求められる。
事例内容については守秘を徹底し、発表者以外の参加者にも事例資料の扱い方について厳正な態度が求められる。

授業計画（シラバス）

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 臨床心理演習Ⅱ

単位数 　伊藤　真理子　他

講義の概要
(教育目標を含む)

臨床心理センターにおける心理面接、心理査定の担当事例について臨床心理士からのスーパーヴィジョンを受ける。
特に心理面接については、1回行う毎に面接の仕方やクライエントの理解についてスーパーヴァイザーと共に検討する。
さらに、臨床心理センターに関わる教員と大学院生の参加する担当事例に関するケースカンファレンスを行なう。ここでは担当事例の概要と面接経過についてまとめ発表し、事例の見立
てや経過の理解、対応の仕方についてディスカッションを行い検討する。
最終の２回は修士一年生と合同でファンタジーグループによる感受性トレーニングを行う。

学生の学習
（行動）目標



２年

204 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 地域調査、質問紙法、心理尺度 テキストp.10-17の講読

２回 仮説の立て方、調査計画、倫理 テキストp.18-23の講読

３回 抽出法、ワーディング テキストp.26-33の講読、配布プリントの理解

４回 回答方法、コーディング テキストp.54-61の講読、配布プリントの理解

５回 予備調査、G-P分析、因子分析 テキストp.100-108の講読

６回 仮説の立て方、調査計画、倫理 各グループで予定された調査計画のための資料収集

７回 仮説の立て方、調査計画、倫理 各グループの調査内容の検討

８回 調査計画と統計的手法 各グループの調査計画の発表準備

９回 推測統計の手法 配布プリントの理解、前回発表内容の修正

１０回 推測統計の手法 配布プリントの理解、調査のための質問紙の準備

１１回 推測統計の手法 配布プリントの理解、調査のための質問紙の準備

１２回 多変量解析の手法 配布プリントの理解、質問紙の結果入力

１３回 多変量解析の手法 配布プリントの理解、質問紙の結果入力

１４回 結果の検証 調査結果分析の準備

１５回 考察の方法 調査結果検討の準備

１６回

40%

40%

20%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

調査のまとめと考察（２）

テ キ ス ト
　｢心理学マニュアル　質問紙法」　鎌原雅彦、他編著　北大路書房

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

｢ユーザーのための教育・心理統計と実験計画法｣　田中敏・山際勇一郎著　教育出版

「社会心理学研究入門（新版）」　安藤清志・村田光二著　東京大学出版会

「SPSSとAmosによる心理・調査データ解析」小塩真司著　東京図書

「推計学のすすめ」佐藤信著　講談社ブルーバックス

「SPSSによる多変量データ解析の手順」石村貞夫著　東京図書

調査のまとめと考察（１）

成 績 評 価

小テスト

学習態度は討論への参加のしかたを評価する

データ分析の方法（５）

「原因をさぐる統計学」豊田秀樹、他著　講談社ブルーバックス

「変化をさぐる統計学」土金達男著　講談社ブルーバックス

「誰も教えてくれなかった因子分析」松雄太加志・中村知靖著　北大路書房

「SPSSによる分散分析と多重比較の手順」石村貞夫著　東京図書

「心理学・社会科学研究のための調査系論文の読み方」浦上昌則・脇田貴文著　東京図書

試験

レポート

学習態度

その他

計

講義の概要
(教育目標を含む)

　臨床心理学的地域援助jを効果的に行うためには、個人とそれを取り巻く家族、学校、地域社会などさまざまなレベルの社会システムの状態を把握すること、さらに援助効果について
適切な方法を用いて評価できることが必要である。この講義では、実際の研究例を用いて、どのように個人を取り巻く社会的環境を捉え、援助の効果を測定するのかについて、心理学
的手法の用い方、データのまとめ方、考察のしかたを中心に検討する。

学生の学習
（行動）目標

サンプリングの方法

コーディングの方法

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 地域調査法特論

単位数 　本間　恵美子

　１．目的にそった質問紙調査を計画、実施できるよう、その考え方と手順について理解し、実際に計画、実施できる
　２．質問紙調査のデータを統計的手法などを用いて分析し、その結果を適切にまとめることができる
　３．信頼性、妥当性のある質問紙の作成のしかたを理解している
　４．調査を実施する際の倫理を理解している

授業計画（シラバス）

データ分析の方法（４）

質問紙を用いた地域調査

質問紙作成の基礎

内　　容

項目分析

小テスト、調査計画の検討

調査計画の検討

調査計画の立案

データ分析の方法（１）

データ分析の方法（２）

データ分析の方法（３）



1･2年

206 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 ピアジェ、ヴィゴツキー
以下の本を復習すること。知能の誕生 / J.ピアジェ　　著 ; 谷村覚　訳　京都
: ミネルヴァ書房 , 1978.4

２回 気質、環境
以下の本を復習すること。精神発達の理論 / ヴィゴッキ－　　著 ; 柴田義松
訳 /東京 : 明治図書出版 , 1970.3

３回 発達支援計画、説明と同意
以下の本を予習すること。シリーズ臨床発達心理学（編者：本郷一夫他　ミネ
ルヴァ書房、2011）

４回
胎児、アプガｰスコア、シナプスの増加
と刈り込み

以下の本を復習すること。胎児・新生児の心の世界 / 田島信元監修 サン・
エデュケーショナル , c2011発達と支援 : 胎児期～幼児期 : 現代心理学 ; 2)

５回 乳児、生物的適応、睡眠
以下の本を復習すること。胎児・新生児の育ちを見守る支援 / 田島信元監
修 ; 高井清子指導サン・エュケーショナル , c2011発達と支援

６回 愛着関係、ストレンジシチュエーション
以下の本を復習すること。母子関係の理論 : 愛着行動 / J.ボウルビィ　　〔著〕 ; 黒田実郎
〔ほか〕訳   1. - 新版. - 東京 : 岩崎学術出版社 , 1991.4

７回 シェマ、自己中心性、ふり遊び
以下の本を復習すること。心とことばの起源を探る (シリーズ 認知と文化 4)
[単行本] マイケル・トマセロ),

８回 児童、運動、書字
以下の本を復習すること。シリーズ臨床発達心理学（編者：本郷一夫他　ミネ
ルヴァ書房、2011）

９回 思考、自己認知、他者認知
以下の本を復習すること。子どもはどう考えるか : 認知心理学からみた子どもの思考 / 栗山和
広編著 ; 小林小夜子　東京 : おうふう , 2010.6.10. - (おうふう心理ライブラリー )

１０回 自我同一性、エリクソン
以下の本を復習すること。ライフサイクル、その完結 / E.H.エリクソン ; J.M.エ
リクソン　[著]増補版. - 東京 : みすず書房 , 2001.3.23

１１回 引きこもり、引きこもり者への支援
以下の本を復習すること。発達精神病理学：子どもの精神病理の発達と家族関係（著者、E・
M・カミングス、 P・T・デイヴィーズ、監訳:　菅原ますみ　ミネルヴァ書房、2006）

１２回 成人前期、職業選択
以下の本を復習すること。生涯キャリア発達 : 職業生涯の転機と移行の連鎖
/ 武田圭太　　著東京 : 日本労働研究機構 , 1993.3.31

１３回 中年期、子育て、親の介護
以下の本を復習すること。成人の心理学 : 世代性　(ジェネラティヴィティ)　と
人格的成熟 / 丸島令子著京都 : ナカニシヤ出版 , 2009.12.20

１４回 子どもの独立、離婚、中年期うつ
以下の本を復習すること。中年期・老年期の臨床心理学 / 田中信市 ; 下川昭夫共編　東京 :
培風館 , 2009.6.10. - (ライフサイクルの臨床心理学シリーズ )

１５回 老年期、老化、結晶性知能
以下の本を復習すること。エイジング心理学ハンドブック / ジェイムズ・E.ビリ
ン ; K.ワーナー・シャイエ編京都 : 北大路書房 , 2008.7.21

１６回 発達のまとめ

90%

10%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

人は生涯発達し続ける存在である。多くの場合、発達は人を健やかにさせるが、時にはその人を健やかでなくさせる。本講義では発達理解と発達支援の枠組みを紹介した後、各発達段
階における定型発達と心理的問題を紹介する。臨床現場（人間を支援する場面）において、人間を発達的観点から理解できるようになることが本講義の狙いである。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 発達心理学特論

単位数 　横谷　謙次

① 基礎的な発達について理解している。
② 基本的な発達支援を理解している。

授業計画（シラバス）

成人前期の職業選択

発達理解の枠組み

発達支援の枠組み　事例を通して

発達支援の枠組み　説明を通して

胎児期の発達

乳児期の発達

幼児期の対人関係

幼児期の認知

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

児童期の学習

児童期の思考

青年期の発達

青年期の問題

中年期の家族形成

中年期の問題

履修上の注意事項や
学習上の助言など

老年期の発達・問題

テ キ ス ト 不要

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

シリーズ臨床発達心理学（編者：本郷一夫他　ミネルヴァ書房、2011）

発達精神病理学：子どもの精神病理の発達と家族関係（著者、E・M・カミングス、 P・T・デイヴィーズ、監訳:　菅原ますみ　ミネルヴァ書房、2006）

心とことばの起源を探る (シリーズ 認知と文化 4) [単行本] マイケル・トマセロ (著),

知能の誕生 / J.ピアジェ　　著 ; 谷村覚　訳　京都 : ミネルヴァ書房 , 1978.4

まとめと学習到達度テスト

成 績 評 価

小テスト

試験

精神発達の理論 / ヴィゴッキ－　　著 ; 柴田義松　　訳 /東京 : 明治図書出版 , 1970.3

人間発達の生態学(エコロジー) : 発達心理学への挑戦 / ユリー・ブロンフェンブレンナー著 ; 磯貝芳郎 /東京 : 川島書店 , 1996.2.10.

エイジング心理学ハンドブック / ジェイムズ・E.ビリン ; K.ワーナー・シャイエ編　京都 : 北大路書房 , 2008.7.20

ライフサイクル、その完結 / E.H.エリクソン ; J.M.エリクソン　[著]増補版. - 東京 : みすず書房 , 2001.3.23

中年期・老年期の臨床心理学 / 田中信市 ; 下川昭夫共編　東京 : 培風館 , 2009.6.10. - (ライフサイクルの臨床心理学シリーズ )



２年

207 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 personality 人格/personalityについての基礎的な知識について復習しておくこと

２回 客観性と主観性
実際の事例に基づいて、その具体的な人格特性を記述した発表資料を事前
に準備しておくこと

３回 客観性と主観性
実際の事例に基づいて、その具体的な人格特性を記述した発表資料を事前
に準備しておくこと

４回 客観性と主観性
実際の事例に基づいて、その具体的な人格特性を記述した発表資料を事前
に準備しておくこと

５回 類型論　特性論 社会的な人格の捉え方、測定法について復習しておくこと

６回 人格の測定 社会的な人格の捉え方、測定法について復習しておくこと

７回 間主観性　分離個体化　対象関係 人格の発達過程について、基礎的な知識を復習しておくこと

８回 ファンタジー　個性化　病態水準 深層心理学（精神分析学）における心の構造論について復習しておくこと

９回 主体と客体　関与しながらの観察
５～７回の講義を踏まえ、自分自身が人格を捉える上でどのような考え方に
基づいているのか、整理しておくこと

１０回 「見立て」
発表者は事例の事前準備を行い、各自で事例の人格理解および自身の「見
立て」のプロセスについて、考え方を整理・復習すること

１１回 「見立て」
発表者は事例の事前準備を行い、各自で事例の人格理解および自身の「見
立て」のプロセスについて、考え方を整理・復習すること

１２回 「見立て」
発表者は事例の事前準備を行い、各自で事例の人格理解および自身の「見
立て」のプロセスについて、考え方を整理・復習すること

１３回 「見立て」
発表者は事例の事前準備を行い、各自で事例の人格理解および自身の「見
立て」のプロセスについて、考え方を整理・復習すること

１４回 「見立て」
発表者は事例の事前準備を行い、各自で事例の人格理解および自身の「見
立て」のプロセスについて、考え方を整理・復習すること

１５回 人格、「見立て」、間主観的普遍性 講義を通じて自身の考えを整理し、疑問点を明確にしておくこと

１６回

40%

40%

20%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

1年次に得た知識や演習・実習での体験を振り返りながら学習することを勧める。

まとめ

テ キ ス ト 「新版　人格心理学」（大山泰宏、2009）　放送大学教育振興会

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「精神分析的人格理論の基礎―心理療法を始める前に」（馬場禮子）岩崎学術出版社

「新訂　方法としての面接」（土居健郎）　医学書院

「ユング心理学入門」（河合隼雄）　培風館

 臨床心理学体系２　パーソナリティ　金子書房

試験

レポート

学習態度

その他

「心理臨床実践におけるスーパーヴィジョン： スーパーヴィジョン学の構築」（皆藤章）日本評論社

計

「見立て」の演習③（インシデントプロセス法）

「人格」と「見立て」とは？

人格特性の記述①

人格特性の記述②

人格特性の記述③

心理社会的人格論

人格の測定と統計的理解

心理発達的人格論

深層心理学的人格論

「見立て」の演習④（インシデントプロセス法）

「見立て」の演習⑤（インシデントプロセス法）

予備日

成 績 評 価

小テスト

専門家として自身で人格論を構築してゆくために、学習態度に関しては積極的な発言と討論への参加を中心に評価し、中間、最終の２回のレポートを課
す。
その他として、受講者は第２～４回、第９～１４回の中で少なくとも１回は発表の機会をもつので、その際のプレゼンテーションも評価対象とする。

人格を捉える視点について

「見立て」の演習①（インシデントプロセス法）

「見立て」の演習②（インシデントプロセス法）

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 人格心理学特論

単位数 　浅田　剛正

講義の概要
(教育目標を含む)

「人格」の定義は様々あり、唯一の正解はない。しかし心理臨床実践においては、セラピストは目の前のクライエントその人の人物像を捉え、その体験的な人物イメージを適切に言語化
していくことが求められる。そのため個々が自分なりの人格理論を身につけておくだけでなく、その実践的・客観的妥当性を高めていかなければならない。この講義では、複数の人格理
論や心の発達理論に触れながら、人間の心や「特性」をどのように捉えてゆけばよいのかについて検討してゆく。さらに、受講者自身の生身の心を使った演習を通して、心理臨床家とし
て必須となる実践的な「見立て」の力を身につけていくことを目指したい。

学生の学習
（行動）目標

・臨床心理学的人格論について、学問と実践の両面から理解することができる。
・心理臨床における「見立て」について、実践的妥当性を伴って身につける。
・個々人の「人間観」を主体的に研鑽していこうとする姿勢を持つ。

授業計画（シラバス）



２年

208 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 帰属理論・認知的不協和 バランス理論、認知的不協和理論、帰属理論などの基礎を学んでおくこと

２回 社会的動機・内発的動機づけ 達成動機、親和動機、内発的動機づけなどの基礎を学んでおくこと

３回 対人認知・対人魅力 対人認知・対人魅力などの基礎をまねんで置くこと

４回 自己効力感・モデリング 社会的学習理論、自己効力感などの基礎を学んでおくこと

５回 自己意識・セルフモニタリング
自己意識、自己知覚、セルフモニタリングなど社会的自己の基礎を学んでお
くこと

６回 自殺準備状態・自殺連鎖 自殺の心理に関する基礎を学んでおくこと

７回 介入方法・自死遺族 自殺予防に関する基礎を学んでおくこと

８回 自己確認型犯罪・被害者心理 犯罪心理学に関する基礎を学んでおくこと

９回 不登校・ニート 不登校、ニート、引きこもりに関する基礎を学んでおくこと

１０回 カルト・洗脳 破壊的カルト問題に関する問題意識をもつこと

１１回 自分探し 社会心理学の臨床心理学的な活用について考えること

１２回 人間関係からの退却・修復 社会心理学の臨床心理学的な活用について考えること

１３回 自己開示・破局の予兆 社会心理学の臨床心理学的な活用について考えること

１４回 自己定義分野・人間関係 社会心理学の臨床心理学的な活用について考えること

１５回 喪の作業・惨事ストレス 社会心理学の臨床心理学的な活用について考えること

１６回

100%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

社会心理学は、実験系の心理学の中では人々の日常生活にもっとも近い部分を扱う分野の一つだろう。現代の社会心理学は、集団心理学ではなく、人間関係の心理学である。そのよ
うな社会心理学の知見は、臨床の分野にも応用されており、また近年臨床社会心理学として発展してきている。
この講義では、実証的データに基づく実験社会心理学的な視点の捉え方を学びつつ、社会病理的な問題や、臨床にも活用できる臨床社会心理学の諸テーマ等を取り上げ、臨床実践と
臨床心理学的研究に役立てていくことを目標としたい

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 社会心理学特論

単位数 　碓井　真史

日常的な人間行動、不適応行動、社会病理的な行動について、社会心理学的な考察を行うことができ、また臨床の場に応用できるることを目標とする。

授業計画（シラバス）

臨床社会心理学２：罪意識と恥意識

社会心理学の基礎理論１：社会的認知

社会心理学の基礎理論２：社会的動機

社会心理学の基礎理論３：対人関係

社会心理学の基礎理論４：社会的学習

社会心理学の基礎理論５：社会的自己

社会病理１：自殺の理論

社会病理２：自殺予防の実際

内　　容

レポート

学習態度

その他

計

社会病理３：犯罪・少年非行

社会病理４：ひきこもり

社会病理５：マインドコントロール

臨床社会心理学１：自己注目と抑うつ

臨床社会心理学３：シャイネス

臨床社会心理学４：怒り・恨み・妬み

履修上の注意事項や
学習上の助言など

臨床社会心理学：被災者支援

テ キ ス ト

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

ロビン・M. コワルスキ、マーク・R. リアリー著　『臨床社会心理学の進歩―実りあるインターフェイスをめざして 』

坂本 真士、丹野 義彦、 安藤 清志著　『臨床社会心理学 (叢書 実証にもとづく臨床心理学) 』

田中 共子、 上野 徳美著　『臨床社会心理学―その実践的展開をめぐって 』

定期試験

成 績 評 価

小テスト

試験



２年

214 教科名

2 必・選 選必 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 こども

２回 遊び　イメージ　遊戯療法　玩具 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

３回 プレイルーム　治療関係 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

４回
精神分析的プレイセラピー　子ども中心プレイ
セラピー　ユング派プレイセラピー 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

５回
Bowlby,E.J.M Maｈler, M. S.
Stern,D.N　M.Klein　Winicott,D.W.

予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

６回 ごっこ遊び　イメージ　象徴 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

７回 異界　いじめ　ひきこもり 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

８回 神経症 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

９回 事例検討 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

１０回 発達障害　二次障害 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

１１回 事例検討 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

１２回 児童虐待　愛着障害 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

１３回 母親面接　母子並行面接 予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

１４回 幼稚園　保護者　母子関係

１５回
子育て支援　養育者　アセスメント　コ
ンサルテーション　ペアレントトレーニ
ング

予習：関連する文献の事前購読、担当者はレジュメ作成、復習：小レポート

１６回

50%

30%

20%

0%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

履修上の注意事項や
学習上の助言など

永井徹　子どもの心理臨床入門　金子書房

講義には、討論や受講生による発表等の演習が含まれる。単なる知識の習得にとどまらず、子どもをめぐる臨床心理学的トピックスに関心を持ち、積極的に参加すること。

定期試験

不要

村瀬嘉代子　子どもの心に出会うとき　金剛出版

橋本やよい　母親の心理療法　日本評論社

V.M.アクスライン　遊戯療法　岩崎学術出版社

G.L.ランドレス　プレイセラピー　関係性の営み　日本評論社

D.W.ウィニコット　遊ぶことと現実　岩崎学術出版社

河合隼雄　山王教育研究所　遊戯療法の実際

チャールズ・E・シェーファー　プレイセラピー14の基本アプローチ　創元社

テ キ ス ト

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

保育における子育て支援〈外部講師〉

子育て支援と臨床心理士

小テスト

筆記試験に加え、授業内で課す小レポートや討議への参加、授業態度などを総合的に判断する。

試験

レポート

学習態度

その他

計

成 績 評 価

親子関係の障害②養育者の病理

こども 遊びとは

遊戯療法の基礎理論①　遊びの発達　イメージ表現としての遊び

遊戯療法の基礎理論②　遊びの場・関係性

遊戯療法の基礎理論③　治療プロセス　学派

こころの発達と遊び①乳児期

こころの発達と遊び②幼児期

こころの発達と遊び③　児童期・思春期

子どものこころの問題①

発達障害と遊戯療法①

発達障害と遊戯療法②(事例検討)

親子関係の障害①児童虐待と愛着障害

子どものこころの問題②(事例検討)

内　　容

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 乳幼児・児童心理臨床特論

単位数 　伊藤　真理子

講義の概要
(教育目標を含む)

乳幼児期から児童期の子どもを対象とした心理臨床理論について概説する。
遊戯療法を中心とした子どもの心理療法理論について学び、また、子どもの情緒・関係性を中心とした心理的発達とその中で生じる子どもと家族の心理的問題について学ぶ。
さらに、子どもを取り巻く家族、保育者、地域にどのような心理的援助が可能なのかを考える。

学生の学習
（行動）目標

①主だった乳幼児期・児童期の発達理論・心理療法理論について学習する。
②遊戯療法の基礎理論を習得する。
③遊戯療法事例を読み、遊戯療法のプロセスや意義を理解する。
④子育て支援の現状を知り、臨床心理士としての子育て支援について考察する。

授業計画（シラバス）



２年

216 教科名

2 必・選 選必 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
スクールカウンセラー制度、学習指導
要領、生徒指導提要

２回 学校アセスメント　文化
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

３回 不登校
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

４回 不登校
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

５回 いじめ
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

６回 いじめ
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

７回 特別支援教育　発達障害
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

８回 特別支援教育　発達障害
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

９回 非行
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

１０回 緊急支援　危機介入
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

１１回 緊急支援　危機介入
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

１２回 集団と個人　予防的援助
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

１３回 保護者　コンサルテーション
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

１４回 教師、教育相談　連携 講義後小レポート。

１５回 教職員　学校コミュニティ
予習：トピックスに関する文献購読、担当者はレジュメ作成。講義後小レポー
ト。

１６回

50%

0%

20%

30%

100%

1

2 村山正治・滝口俊子（編）　事例に学ぶスクールカウンセリングの実際　創元社

3

4

5

6

7
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9
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内　　容

教育と臨床心理士〈外部講師〉

不登校の理解と支援①

不登校の理解と支援②

いじめの理解と支援①

いじめの理解と支援②

特別支援教育と発達障害への支援①

特別支援教育と発達障害への支援②

テ キ ス ト

試験

レポート

履修上の注意事項や
学習上の助言など

村山正治・鵜飼美昭編　実践！スクールカウンセリング　金剛出版

学校とスクールカウンセラー

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 学校臨床心理学特論

単位数 　伊藤　真理子

学習態度

その他

計

非行の理解と支援

学校における緊急支援①

保護者・家族への支援

生徒集団への支援

成 績 評 価

講義の概要
(教育目標を含む)

教育領域での臨床心理職の業務は、スクールカウンセリング、教育相談、子育て支援など多岐にわたっている。
本講義ではその中でもスクールカウンセリングの業務を中心に捉え、学校という共同体の特性、教育領域における心理的問題、集団と個人の関係等を学ぶ。
教育領域において臨床心理職として何が求められているのか、またどのように機能していくことができるのかを講義・討論の中から考えていく。

学生の学習
（行動）目標

①学校というコミュニティの特徴を学ぶ。
②学校組織・学校集団の中で生じる心理的問題についての理解を深める。
③教師とのコンサルテーション、他職種との協働の手法について理解を深める。
④集団と個人へのアプローチについて学ぶ。

授業計画（シラバス）

村瀬嘉代子監修　学校が求めるスクールカウンセラー　アセスメントとコンサルテーションを中心に　遠見書房

倉光修編　臨床心理学全書第１２巻　学校臨床心理学　誠信書房

子どもの心と学校臨床（雑誌）　遠見書房

生徒指導提要　文部科学省

文部科学省HP　http://www.mext.go.jp/

村山正治・滝口俊子（編）　現場で役立つスクールカウンセリングの実際　創元社

学校アセスメント

教職員集団への支援とコンサルテーション

学校における緊急支援①

定期試験

小テスト

各回のテーマに沿って受講生自身がトピックスを担当しレジュメにまとめ、発表を行う。
授業中の発言や参加態度、小レポート、定期試験などを総合的に評価する。



２年

302 教科名

2 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究計画、資料収集、討論 研究計画、研究実施の準備、資料収集

２回 　〃 　〃

３回 　〃 　〃

４回 　〃 　〃

５回 　〃 　〃

６回 　〃 　〃

７回 　〃 　〃

８回 　〃 　〃

９回 　〃 　〃

１０回 　〃 　〃

１１回 　〃 　〃

１２回 　〃 　〃

１３回 　〃 　〃

１４回 　〃 　〃

１５回 研究計画の精緻化、討論 発表資料の準備

１６回 研究計画の実施、データ分析、討論 研究の実施、データ分析と論文作成のための準備

１７回 　〃 　〃

１８回 　〃 　〃

１９回 　〃 　〃

２０回 　〃 　〃

２１回 　〃 　〃

２２回 　〃 　〃

２３回 　〃 　〃

２４回 論文作成 データのまとめと論文作成

２５回 　〃 　〃

２６回 　〃 　〃

２７回 　〃 　〃

２８回 　〃 　〃

２９回 　〃 　〃

３０回 修士論文、討論 論文発表準備

３１回

30%

70%

100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

講義の概要
(教育目標を含む)

修士論文作成に向けて研究テーマを具体的に絞込み、先行研究の流れにおける自己の研究の位置づけを行なうと共に、それに沿った研究計画を策定し、データの収集・分析などを行
い、論文を執筆する。

学生の学習
（行動）目標

研究科・学 年 臨床心理学研究科

講義番号 特定課題研究Ⅱ

単位数   本間恵美子・村松公美子・碓井真史・佐藤亨・足立正道・伊藤真理子・浅田剛正・横谷謙次

・修士論文のテーマを臨床心理学的意義を考慮しながら設定できる
・修士論文を作成するにあたって適切な文献を選択でき、その内容を理解できる。
・修士論文を作成するために適切な研究方法を選択し、それを理解、j実施できる。
・修士論文作成についてディスカッションを通して検討できる。
・修士論文作成に必要な倫理的配慮を理解し、実施できる。
・収集したデータについて適切な方法を用いて分析し、その結果をわかりやすく、臨床心理学的な意義を含めて示すことができる。

授業計画（シラバス）

　〃

それぞれの研究計画に合わせて資料の収集や論文作成をゼミ形式で行なう。

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

内　　容

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

成 績 評 価

小テスト

学習態度はゼミへの準備、ディスカッションへの参加状況による。
その他は修士論文作成状況、内容による。

試験

レポート

学習態度

その他

修士論文中間発表会を開催し、発表・質疑応答により研究計画を精緻化する。（8月10
日午後）

それぞれの研究計画に合わせて資料の収集や論文作成をゼミ形式で行なう。

　〃

計

履修上の注意事項や
学習上の助言など

テ キ ス ト 特に指定はないが、指導教員によって適宜紹介する。

テキスト以外の
参考書

（番号は、推薦順）
（図書館備付）

「心理学研究法入門」南風原朝和・市川伸一・下山晴彦編　東京大学出版会

「臨床心理学研究法」全8巻　下山晴彦編　新曜社

「事例に学ぶ　心理学者のための研究倫理」安藤寿康・安藤典明編　ナカニシヤ出版

「APA論文作成マニュアル」アメリカ心理学会著　医学書院

　〃

修士論文発表会を開催し、口頭試問を行なう。（1月22日午後）

「はじめて学ぶ臨床心理学の質的研究：方法とプロセス」岩壁茂著　岩崎学術出版社

「人間科学のための混合研究法」J. W. クレスウェル・V. L.　プラノクラーク著　北大路書房

「改訂エンサイクロペディア心理学研究方法論」W. J. レイ著　北大路書房

「社会調査の考え方」（上・下）佐藤郁哉著　東京大学出版会

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃


