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心理学って？
自分や他人の性格を知りたい。
心理学部長

人間関係をもっとうまく築きたい。

上瀬 由美子

悩みを抱えた人の助けになりたい。
誰もが一度はこんなことを思うのではないでしょうか？
心理学とは、
心のしくみや働きを理解し、
それを私たちの生活に役立てていこうとする学問です。
心理学の大きな特徴は、
心のしくみを理解するために、
科学的な方法を用いる点にあります。
日常生活の中で私たちが感じている疑問について仮説を立て、
実験や調査などを行ってデータを集め、
その仮説が正しいかを１つ１つ確かめています。
また、
心理学にはさまざまな分野があります。
立正大学心理学部では、
心の援助やカウンセリングについて研究する
「臨床心理学」
と、
人間関係や社会における心の問題について研究する
「対人・社会心理学」
の２つの分野について勉強できます。
これらの分野の知識は、
日常の人間関係を豊かにするだけでなく、
医療や福祉、
教育、
産業など、
さまざまな職業場面で、
実際に活用することができます。
立正大学心理学部は2002年に首都圏で最初に開設された
「心理学部」
で、
これまで多くの卒業生を輩出してきました。
多くの専任教員がそれぞれの
専門領域について多様な授業を提供しています。
心理学との出会いが皆さんの人生をより豊かにしてくれることを願っています。

心 理 学 部 最 新 ニ ュ ー ス
2022年に
立正大学心理学部は
創立20周年を迎えます！

心理学部ホームページを
リニューアルしました！

随時発信中！

2022年度から、
心理学部の
英語カリキュラムが
変わります！
変更内容はこちらから

夏に記念イベントも！
（詳細は決定次第公表予定）

SNS（

）
も充実

心理“学科”ではなく、
心理“学部”だから学べる
広くて深い専門分野
臨床心理学科

対人・社会心理学科

Department of Clinical Psychology

Department of Interpersonal and Social Psychology

人を理解し、
支援するための姿勢と技術を学びます

人と人、
人と社会の関係を科学的に研究します

臨床心理学は、人の心に関する科学的な理論をもとに、

対人・社会心理学とは、人と人、人と社会が互いに影響し

心の問題や悩みを抱えた人への援助のあり方を研究

合う心の過程を研究する学問です。心の内面に目を向

し、実践する学問です。悩みの内容や本人の気持ちや性

ける臨床心理学に対して、人をとりまく人間関係や社会

格、おかれている状況は、それぞれ異なります。あらゆる

に目を向けた心理学と表現することもできます。対人・

心の問題を理解し援助するには、知識はもちろん、さま

社会心理学のテーマは、大きく対人領域（自己、対人）と

ざまな技術や態度が必要となります。臨床心理学科は、

社会領域（集団、文化）の２つに分けられます。対人・社会

そうした援助に必要な技能の習得を目指します。もちろ

心理学科ではそれぞれの領域について幅広く、また多

ん、公認心理師といった心理的援助の専門職を目指すこ

角的に学習することができます。

とができる学修環境も用意しています。

社会で求められる実践的スキルを身につけましょう

幅広い領域で活躍が期待される学問です

近年、就職場面では、業種や職種を問わず「対人コミュ

多くの人々が心の問題を抱える状況が社会問題にもなっ

ニケーション能力」が求められます。対人・社会心理学科

ている近年、心を援助する専門家は社会からますます

にはスキル系科目がたくさんあり、実践的なトレーニン

必要とされています。また、心理の専門職以外のどのよ

グを通して対人関係を円滑にするための知識を学べる

うな仕事に就いても、周りの人や自身の心の問題には

と同時に、対人スキルを高めることができます。社会に

さまざまな場所で直面することになるでしょう。臨床心

出るときに必要とされる実践的スキルを備えた人材の

理学科で学ぶ心の援助に関する知識や技術、態度は、皆

育成が私たちの目標です。

さんが将来どのような進路へ進んだとしても必ず役立

魅力ある専門科目とすばらしい教員が待っています

てることができます。

さまざまな領域で活躍する教員がそろっています

「恋愛心理学」や「コミュニケーション心理学」、
「消費者
心理学」など、対人・社会心理学科には皆さんにとって身

立正大学の臨床心理学科には、教育、医療、産業、福祉、

近なテーマを扱う魅力的な科目がたくさんあります。そ

危機支援など、さまざまな分野の第一線で活躍する教

して、それぞれのテーマを深く掘り下げられるよう、各

員がそろっており、教員数も、学べる分野の幅広さも、

分野でトップクラスの教員をそろえています。皆さんが

他の大学にはないほど充実しています。

日本初の対人・社会心理学科に入学し、一緒に学べる日

臨床心理学を学ぶ上で、実際の現場の様子を知ることは

を楽しみにしています。

非常に重要です。そうした先生方から現場の生の声を聞
くことは、
皆さんの学びを大いにひろげてくれるでしょう。

心理学の国家資格ができました!
2017年9月15日に
「公認心理師」という心理職の国家資格ができました。
立正大学心理学部では、2018年度から公認心理師を養成するカリキュラム
となっています。
※卒業後、大学院で「公認心理師になるために必要な科目」を修了するか、国が指定した
施設で一定期間の実務経験を積んだ後に、受験資格を得ることができます。

1

心理学の授業を体験しよう!

1

時限目

インクの染みで何がわかる？
ものの見え方が
心の状態を
！
 理解するヒントに

Q
このインクの染みのような図。
あなたは何に見えますか？
次の中から一番近いものを
選んでください。
❶ 人の顔
❷ 動物の顔
❸ 向き合う2人の人
❹ 宝石
❺壺

A れているものです（ここで紹介している図は実際のものと違います）。

これはロールシャッハテストと呼ばれる心理検査の一つの例で、医療や司法の現場などで広く使用さ

同じ図を見ても人によって何に見えるかは異なります。そして図の見え方から、その人の心の状態やものの
見方、物事への対処のしかた、対人関係の特徴などを理解する手がかりが得られます。

2

時限目

あなたは厚生労働大臣で、外科手術か薬物療法のどちらか一方を認可しなくては
なりません。次の設定1、設定2のケースでそれぞれ考えてみてください。

設定1

設定2

直後

外科手術（100人中）
薬物療法（100人中）

100 人

34 人
22 人

死亡者数

外科手術（100人中）

10 人
0人

直後

5 年後

薬物療法（100人中）

A 同じであることが分かります。しかし実際に人々にこの質

90 人

5 年後

生存者数

設定１、
２の結果をよく見ると、表している内容がまったく

問をし、集計をとったところ、設定1では82％の人が外科手術を

66 人
78 人

外科手術選択率
設定1（生存者数に注目）

設定2（死亡者数に注目）

選択したのに対し、設定2では外科手術の選択率が56％にまで
下がってしまいます。
つまり私たちは、絶対的な事実だけではなく
「生存者数」
と
「死亡
者数」
という言葉への印象を判断の基準に取り入れているので
す。このように、強調するポイントによって印象が異なる現象を
「フレーミング効果」
といいます。

2

82%

56%

内容が同じでも強調するポイントが
変われば、印象は異なる。

絶対的な事実も、
表現の違いで判断が
変わることがあります。

Q

どちらのデータで判断する？

心理学は、さまざまな角度から心の仕組みや働きを学ぶ学問です。
では、実際にどんな授業が行われているのでしょうか？心理学部の授業の一部を、専門の先生方が紹介します。

3

時限目

子どもの絵からわかること

どうして、子どもは大人とは
違った絵を描くのでしょう
か？ 絵を描くという行為に
は、思い通りに手を動かすこ
とができる身体的な機能の
発達と、見えている世界を頭
の中で思い描く認知的な機
能の発達などが関連してい
ます。そのため、発達に伴っ
て子どもの絵は、ギザギザの
線やグルグルした線などの
なぐりがきから、
しだいに形
をもつものに変化していき
ます。

4

時限目

3歳児が描いた人間

4歳児が描いた人間

子どもの絵から
人間の発達の

メカニズムを学びます。

ものの見え方が違うのはなぜ？

明るい
（つまり、
より白っぽい）
のはどちらでしょう？

A 実際に上の図を右の図のようにして見てみましょう。

Ｂの方が一見明るく見えますが、実際にはＡもＢも同じ明るさです。

この実験は、私たちがものを見るときに、視覚だけでなく経験を取り入れ
て判断していることを示すものです。
「チェッカー部分の白い面はすべて
グレーの面よりも明るく、影がかかっていても少し暗くなるだけ」
という
思い込みが、
Ｂを実際よりも明るく見せているのです。
私たちが
「常識」
と考えているものは、経験によって構築されます。またそ

人間は視覚だけではなく、
経験によってものを
見ているのですね。

図にあるＡとＢ。



Q

れは、国籍や民族、生まれ育った環境などによって、さまざまに変わりま
す。このような社会と観念の関わりを研究することも心理学の役割です。

3

心理学の授業を体験しよう!

5

時限目

カウンセリングを学ぼう
カウンセリングによって、
新たな見方や考え方を
発見できます。



カウンセリングの基本は、許容的な
雰囲気を作りながら、相手のどんな
話にも関心を向けることと、相手
の気持ちを共感的に理解すること
です。そのような態度で話を聞いて
いると、自分で自分の問題点に気
づいたり、これまでとは違った見
方や考え方を発見したりして、少
しずつ変化をしていきます。
話を聞くだけでは解決できないこ
とも多くあるため、相手によって
カウンセリング の やり方 を 変 え
たり、アドバイスや情報提供をした
り、相手に合わせた対応が求めら
れます。

6

時限目

こころと脳の働きを探ろう



写真①と②。
あなたが女性らしいと
感じるのはどちらですか？
①

②

A です。①も②も男女の要素は半分ずつなので、大勢の人に同じ質問をすれば、解答もほぼ半分になるよう
①は左半分が女性で、右半分が男性になっている合成写真。②は①を反転させ、右半分を女性にしたもの

に思えます。しかし実際の調査では、回答者の66％が
「①の方が女性らしい」
と解答しています。では、なぜこのよ
うな差が出るのでしょう？

左視野で
識別

その原因は、向かって右側と左側に見えるもので、情報を
認識する仕組みが異なることにあります。私たちがものを
見るときは、向かって右側に見える右視野の情報は脳の
左半分へ、左側の左視野の情報は脳の右半分へ先に送ら
れます。また、脳は部位や場所によって、得意とする処理
の機能が異なっています。例えば、顔の処理は、脳の左半
分で主に行われています。
つまり、
この結果は、多くの人が、左視野から取り入れた情
報によって顔の印象を判断していることを示していると言
えます。

4

ものの見え方は、
脳の働きによっても
変わります。

Q

①

女性

男性

左視野

右視野

⬆

⬆

②

男性

女性

左視野

右視野

⬆

⬆

興味をもった分野から学科を選ぼう

心理学部の学びのテーマ
心理学部では、学生の興味や関心、社会からのニーズに広く応えられるよう
「臨床心理学科」
と
「対人・社会心理学科」
に特色の
異なるカリキュラムを用意しています。p.２～４の体験授業で興味をもった分野に合った学科について詳しくみてみてください。

1

時限目

3

時限目

5

時限目

に興味をもった方

臨床心理学科

Department of Clinical Psychology

心の健康とは何か？

子どもと大人の心の支援には
どんな違いがある？

心身ともに健康であることは、人間が幸福に生
きるための基本的な条件のひとつです。臨床心
理学科では心の問題を知ると同時に、心の健康
を保ち増進するための知識も学びます。

子どもは大人と違って言葉で気持ちを表現で
きないこともあります。そのような時は、遊び
を介するなど、その子どもが表現しやすいかた
ちを見つけながら支援します。

人を援助するためには、
何が必要？

困っている人の心を
理解するポイントは？

病院や学校など、
現場による援助の違いは？

良い助言ができないかと考えこんだことはあ
りませんか？そんなときに大切なのは、まず相
手の話を聴くこと。理解しようとする姿勢が援
助につながることも多いのです。

相手を理解するためには、言葉の内容だけでな
く、姿勢や表情、声の調子なども重要です。その
人を総合的に見つめることで、言葉には現れな
いその人の気持ちに近づくことができます。

病院や学校、企業など、場所によって求められ
る援助が変わってきます。まずはいろいろな分
野を知り、自分が働きたい現場を探していきま
しょう。

こんなテーマを
学びます

2

時限目

4

時限目

6

時限目

に興味をもった方

対人・社会心理学科

Department of Interpersonal and Social Psychology

「買う・買わない」
は
どうやって決められる？

こんなテーマを
学びます

正しく自己評価するポイントとは？

バーゲンの後で、何でこんなものを買ってしまっ
たのだろうと後悔したことはありませんか？

自己評価を正しくするには、自分の判断がどの
ような影響を受けているかを知ることが大切。

異性を引きつける魅力って
なんだろう？

偏見はどうやって生まれる？

集団が個人に与える影響とは？

恋にルールはないなどと言われますが、恋愛感
情が育つ過程には、いくつかのパターンがあり
ます。恋愛心理学を学べば、
「あの時の！」
と思い
当たることがあるかもしれません。

私たちは、事実だけでなく経験によって物事を
判断します。そして経験は、偏って蓄積されるこ
とによって思い込みに、それがさらに重なると、
偏見になってしまうことがあります。

集団は、メンバーに影響を与え、同じような行
動へ導く力をもっています。周りに影響され
て、いつも以上にがんばってしまったこと、きっ
とあるのではないでしょうか？

「買う・買わない」
の決定には、私たちが気づいて
いない不思議な心の法則が働いています。

いまいちと思ったテストの結果も、友人の点数
を見ると違って見えるかもしれません。

各学科の特徴は、次ページからの
「心理学部の２学科」
を

CHECK!
5

比べてみれば、よりよく分かる 2つの学科
心理学部
の 2学科

心理学部では、心理的問題の理解と援助に重点をおく
「臨床心理学科」、
対人コミュニケーション能力を重視した「対人・社会心理学科」の２学科を設置しています。
ここでは両学科の特長を比べながら、立正大学の心理学部を紹介します。

1：どんな学科？
p.2～4の授業でおもしろかったのは？
1時限目

3時限目

5時限目

心を見つめ、支える力を身につけます。
悩みは誰もが抱えうるものであり、時
には一人で解決するのは難しいもの
です。臨床心理学は、心の悩みを理解
し、心理的援助を行うための土台とな
る学問です。臨床心理学科では、心を

臨 床 心 理 学 科
Department

of

Clinical

みつめるための基本的な知識や、人を
支えるための姿勢を身につけます。

対人場面を例にすると…

Psychology

臨床心理学なら
例えば人と接することに不安を感じて、人前に出ることを避けてしまうような人が
います。こうした問題に対し、その人が問題を抱えてしまった背景や、不安を和らげ

p.8 へ

p.2～4の授業でおもしろかったのは？
2時限目

4時限目

6時限目

る方法などを、あらゆる観点から考え、その人に合った心理的援助を行っていくこ
とを目指します。

人と人の関係にアプローチします。
皆さんの誰もが、家族や友人、恋人、
先生、所属する集団や社会の影響を受
けて生きています。2011年に開設さ
れた対人・社会心理学科は、人と人、人
と社会の関係を心理学的に研究しな

対人・社会心理学科
Department of Interpersonal and Social Psychology

がら、対人スキルを養う全国初の学科
です。

対人場面を例にすると…
対人・社会心理学なら
「あの人を好き
（あるいは嫌い）
になるのはなぜだろう」
「 あの人とうまく付き合って
いくためにはどうすればいいのだろう」
など、日常生活には人付き合いにまつわる

p.14 へ

6

さまざまな疑問や問題が生じます。これらの疑問や問題について、人間関係の法則
を科学的に解明し、それを実社会に応用していくことを目指します。

2：何を学ぶ？

3：卒業後の進路は？

カウンセリングや心理療法の理論・技法を中心に学

社会のなかで生きるということは、人の心と関わると

習します。実習を重視したカリキュラムにより、人の心

いうことです。臨床心理学科で身につける、人を理解

をより深く理解する力を身につけます。

する力やより良い関係を築く力は、人を支援する仕事
はもちろん、企業やあらゆるフィールドで役立ちます。

ここに注目！

たとえばこんな進路が…

●カウンセリング
悩みや問題を抱える人を支援する専

カウンセラー

臨床心理学を中心とした知識・技術を生
かし、専門職として援助を行います。

児童福祉施設の職員

子どもの発達への深い理解に基づき、
子どもの支援や保護者との相談を行い
ます。

接客・営業職

相手の立場で考えることにより顧客の
ニーズを捉え、行き届いたサービスを
実現します。

民間企業の人事部

社員の心の状態や能力、適性をみなが
ら、その企業がもつ力を十分に発揮で
きる環境づくりに努めます。

門的な知識・技術を学びます。臨床心
理学の知識をふまえて演習や実習に
取り組み、実践につながる力を養いま
す。

●心理アセスメント
人の理解や援助に必要な情報を収集
し、面接の方針をたてることを「心理
アセスメント」
といいます。学生自身が
心理検査を体験し、
アセスメントの力を
養います。

身近な人から、組織、社会、文化現象まで、あらゆる人

対人・社会心理学科では、心理学の知識だけでなく、

と人、あるいは人と社会の関係が研究の対象です。専

コミュニケーション能力やデータを収集・分析する能

門知識の習得だけでなく、コミュニケーション力や社

力も存分に身につけられます。卒業後は、それらを生

会調査のスキルを磨く実習にも力を入れています。

かし、幅広い分野での活躍が期待されます。

ここに注目！

たとえばこんな進路が…

●対人スキル
対人・社会心理学科では、実践的に
「対

キャリアコンサルタント

他者の性格や能力を分析し、能力を十
分に発揮できるようにアドバイスを行い
ます。国家技能検定の基礎資格をとる
こともできます。

マーケター・商品開発

調査スキルを駆使して消費者の心理を
分析し、商品開発などに活かします。

接客・営業職

相手の立場で考えることにより顧客の
ニーズを捉え、行き届いたサービスを
実現します。

福祉

対人コミュニケーション能力を生かし、
人々の暮らしに密着したサービスを提
供します。

人コミュニケーション能力」
を磨く授業
を用意しています。人と円滑に意思の
疎通ができる能力は、新卒者を採用す
る多くの企業が特に重視しています。

●社会調査
世の中の状況や消費者の心理などの情
報を収集し分析する、調査スキルを学べ
る授業を用意しています。調査能力が必
要な業種・職種で重視される、
「社会調査
士」
の資格取得にも対応しています。
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臨床心理学科
Department of Clinical Psychology

実践的な心の支援を学び、
社 会 の ニ ー ズ に 応 えら れ る 専 門 家 を め ざしま す 。
人々の悩みやストレスはますます複雑化しています。
心に悩みを抱えた人をカウンセリングや心理療法によって援助する学問である
「臨床心理学」
を軸とする本学科には、
基本的な知識から専門的な技法までを幅広く学習できるカリキュラムが用意されています。
教育や医療をはじめとした幅広い分野で、実践的に支援する力を生かし活躍できる人材を育成します。

8

学 び の
ポイント

4年間の
ステップ

幅 広 い 分 野で
活 躍する教 授 陣

体 験を通して学ぶ
授業を豊富に用意

さまざまな興味に
応えるカリキュラム

臨床心理学科には、保健医療、教育、福

人の心を扱う心理学は、ただ知識を

臨床心理学科では、基本的な授業は

祉、産業・労働、司法・犯罪など、さまざ

養うだけの学問ではありません。臨床

もちろん、幅広い領域の授業が充実

まな分野で実際に臨床心理士として

心理学科では、演習や実験授業など、

しています。多彩な分野を横断でき

活躍している教員が非常に多く在籍

実際の体験を通して学ぶ授業を多く

るカリキュラムにより、臨床心理学

しています。現場での経験に基づく講

用意しています。心の測定・実験など

を広く深く学ぶことも、自分の興味

義を通し、臨床心理学をさまざまな角

を、体験しながら学ぶことで、現場で

関心に合わせ、専門的な授業を集中

度から深く学ぶことができます。

役立つ心理学を身につけられます。

的に選択することもできます。

1
年次

心理学の基本を学 ぶ

心理学全般の基礎的な分野を学習します。
「幼児・児童
心理学」
「感情・人格心理学」
といった専門領域の導入編
となる科目も選択できるようになっており、幅広い分野
を学習しながら学びの方向性を固めていくことができ
ます。

2
年次

実践・研究の方法 を
身につける

「心理学的支援法（カウンセリング）
「
」心理療法」等の
授業を通して、人を支援する際の実践的な態度の基
本を学びます。
「 心理学基礎実験」
等の授業を通じて、
心理学の研究を実践的に深めていく技術も身につけ
ます。

3
年次

少人数の「演習」
を中心に深く掘り下げていきます。
「演習」
では、教員の指導のもとで、学生が自ら研究・
発表し討議を行う機会が豊富に用意されています。

年次

オススメ授業

心理学を社会で応用する力を養う学びの集大成とし
習得した知識や技法を駆使しながら、各自で見つけた
課題について研究していきます。

臨床心理学概論

心理支援の基礎
オススメ授業

測定・実験の手法

心理的アセスメント

心理アセスメントは、問題を抱え悩む人
（クライアント）
に対し、心の状態の理
解、必要な心理的援助、将来の行動の予測、援助による成果を把握するため
の調査を行う重要な手段です。講義ではその基本を学習するほか、実際に心
理検査を体験します。

臨床心理学の専門研究
オススメ授業

臨床心理学演習

スクールカウンセリングや発達臨床心理学、青年心理学、犯罪心理学といっ
た演習ごとのテーマに沿って、文献の講読やレポート発表、グループワーク、
ディスカッションなどを実施します。教員による少人数指導のもとで個人が取
り組むテーマを模索し、
４年次に行う卒業論文・卒業研究の基礎を築きます。

自分の興味ある
専門分野を深く追 究

て、卒業論文・卒業研究に取り組みます。3年次までに

専門領域の
導入分野

「こころの時代」
といわれる現代、
こころの問題で悩む人を心理学的な技法を
用いて援助するための学問である
「臨床心理学」の基礎や理論を学びます。
心理アセスメントに使われる知能、性格検査など各種の心理テストを知り、心
理療法については精神分析など多くの理論や立場があることを知ります。
人々が悩みを持つのはどんな場面でどのような内容か、各領域における心理
的援助のための理論や手立てについても学びます。

自分がより深く
学びたい分野を選 ぶ

専門的に研究する分野をはじめに選択し、その分野を
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心理学全般
の基礎領域

卒業論文・卒業研究
オススメ授業

卒業論文・卒業研究

学生が個人で決めたそれぞれのテーマに沿って、卒業論文を執筆します。担
当教員の個別指導のもとで取り組み、必要な実験や調査を実施し、中間発表
などを経ながら、精度を高めていきます。

9

カリキュラム

さまざまな領域の臨床心理学の

実践を実習をしながら学べます。

基礎領域

臨床心理学は、悩みや病気、障害などを抱えた
人を理解し、支援することを目的とした心理学
の 分 野です。臨 床 心 理 学 の 実 践 の 場は医 療・
教育・福祉・産業などと幅広く、実践にはさま

心理学概論Ⅰ・Ⅱ
幼児・児童心理学
家族心理学

ざまな知識や技能が必要となります。臨床心理
学科ではまず、「心理学理論」や「アカデミック
リング」を学習します。そして、
より専門的な「こ
を学ぶことができるよう、カリキュラムを構成し
ています。

1年次

必修科目

選択必修
科目

Ⅰ心理学理論

心理学概論Ⅰ ・ Ⅱ

Ⅱアカデミックスキル

心理学基礎演習

Ⅲ臨床心理学
カウンセリング
Ⅱアカデミックスキル

心を

理解する
臨床青年心理学
障害者・障害児心理学
深層心理学
心理検査実習

キャリアとライフ

実践領域

子どもの心理臨床
臨床心理学の実践
産業カウンセリング
司法・犯罪心理学Ⅰ

3年次

4年次

臨床心理学演習Ⅰ ・ Ⅱ

卒業論文 ・ 卒業研究Ⅰ ・ Ⅱ

心理学研究法Ⅰ ・ Ⅱ
心理療法
心理学的支援法
心理的アセスメント

心理学統計法Ⅰ ・ Ⅱ

心理学実験Ⅰ ・ Ⅱ
心理学情報処理Ⅰ ・ Ⅱ

臨床心理学研究法Ⅰ ・ Ⅱ

精神疾患とその治療
精神医学
知覚 ・ 認知心理学
認知科学
青年期の心理学
幼児 ・ 児童心理学
発達心理学

社会 ・ 集団 ・ 家族心理学
社会心理学
学習 ・ 言語心理学
教育 ・ 学校心理学Ⅰ
適応の心理
心理学史
家族心理学
コミュニティ心理学
産業 ・ 組織心理学

神経 ・ 生理心理学
対人 ・ 社会心理学
グループ ・ ダイナミックス論
感性心理学

行動分析
比較文化論
人体の構造と機能及び疾病

心理学測定法Ⅰ ・ Ⅱ

Ⅱアカデミックスキル
Ⅲ臨床心理学
カウンセリング

心に
働きかける

2年次

臨床心理学概論

Ⅳ心を理解する

Ⅰ心理学理論

臨床心理学概論
心理療法
心理的アセスメント

臨床心理学
カウンセリング

スキル」を基礎として、「臨床心理学・カウンセ
ころの理解」と、
より実践的な「こころへの支援」

アカデミック
スキル

心理学的
理論

心理学基礎演習
心理学実験Ⅰ・Ⅱ
臨床心理学研究法Ⅰ・Ⅱ

英語原書講読Ⅰ ・ Ⅱ
公認心理師の職責

関係行政論

感情 ・ 人格心理学
動機づけの心理学

選択科目
Ⅳ心を理解する

健康 ・ 医療心理学Ⅰ
精神薬理学
人間性心理学
司法 ・ 犯罪心理学Ⅱ

障害者 ・ 障害児心理学
発達障害児 ・ 者心理学
臨床青年心理学
深層心理学

健康 ・ 医療心理学Ⅱ
福祉心理学
子どもの心理臨床
産業カウンセリング
キャリア ・ カウンセリング
行動と心理臨床

教育 ・ 学校心理学Ⅱ
異文化カウンセリング
司法 ・ 犯罪心理学Ⅰ
被害者支援の心理学
ピア ・ サポート

心理検査実習
サービス ・ ラーニング

Ⅴ心に働きかける

臨床心理学の実践
心理演習
心理実習
※カリキュラムは変更される場合があります
※一部の科目の履修には一定の要件があります
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臨床心理学科

大学院進学をはじめ、公務員の心理職や

卒業後
の進路

民間企業など多彩な分野を目指せます。

人を心理面で支援する臨床心理学の知識は、学校や医
療機関、社会福祉施設などの心理職に限らず、幅広い
場所で生かせます。一見当たり前のように思える「相
手の立場で考える」といった、コミュニケーションに必
要なスキルを学問体系と関連づけて学ぶ経験は、さま
ざまな人と関わる実社会の中で大いに役立てられます。

活躍が期待される主な分野
カウンセラーとして働くため資格取得を目指し進学
医療機関や学校のカウンセラーとして働くための資格取得を目指して、多
くの学生が進学しています。過去5年間で、約120名が大学院に進学しま
した。

病気や障害をもつ人や子どもの成長を支援する医療・福祉職
臨床心理学の知識をもつことで、医療機関のスタッフや、児童福祉施設の
職員などの職業への道が拓かれます。

臨床心理学の知識を生かして一般企業で活躍
臨床心理学の知識は、人材が輝ける職場づくりや、相手の立場に立った
サービスに大いに生かせます。

■主な就職先・進学先
【建設・製造】富士通㈱、
㈱サイエンス、㈱シーボン 他
【卸売・小売】イケア・ジャパン㈱、アイジャパン㈱、㈱アインホールディングス、㈱システナ、

㈱コジマ、
㈱ネクステージ、㈱ケーユーホールディングス、㈱トヨタユーゼック 他
【不動産・賃貸管理業】三井住友トラスト不動産㈱、㈱毎日コムネット、㈱タウンハウジング、
いすゞリーシングサービス㈱
【各種サービス】NHK営業サービス㈱、㈱JR東日本ステーションサービス、
スターバックスコー

主な取得可能資格

（

●公認心理師

（

●臨床心理士
●認定心理士

●中学校教諭一種免許状・社会
●高等学校教諭一種免許状・公民
●学校図書館司書教諭
●社会福祉主事

）

学部で指定のカリキュラムを修めて卒業後、
一定期間の実務経験や大学院進学を経て
受験資格を取得
大学院で指定のカリキュラムを
修めることで受験資格を取得

）

ヒージャパン㈱、㈱マーキュリー、㈱チャレジョブ、花王ビューティブランズカウンセリング㈱、
㈱アーキテクト 他
【医療・福祉】㈱ニチイ学館、㈱学研ココファン、アサヒサンクリーン㈱、グッドタイムリビング
㈱、
医療法人社団桐和会グループ、社会福祉法人友愛学園、㈱明日葉 他
【金融・保険】那須信用組合、
かながわ信用金庫

【情報通信】東日本電信電話㈱
（NTT東日本）
、㈱日立システムズエンジニアリングサービス、
㈱システムサポート、㈱イデアソリューション、CSSクレセント㈱、
ケイ・アイ・エス情報科学研究
所他
【教育・学習支援】㈱臨海、
成美学園グループ 他

【公務員・教員・各種法人】大阪家庭裁判所、松江地方裁判所、栃木県庁、千葉県庁、戸田市役
所、
千葉市役所、柏市役所、
北区役所、練馬区役所、
湖西市役所、独立行政法人国立病院機構
【進学】福島大学大学院、福島学院大学大学院、国際医療福祉大学大学院、昭和女子大学大学
院、駿河台大学大学院、聖心女子大学大学院、帝京大学大学院、帝京平成大学大学院、東京成

徳大学大学院、武蔵野大学大学院、明治学院大学大学院、目白大学大学院、立正大学大学院、
東京福祉専門学校、
日本福祉教育専門学校、横浜こども専門学校
（2020年度実績）

●社会教育主事
●児童指導員

■業種別就職先（2020年度実績）

●児童福祉司
●図書館司書
●博物館学芸員

公務 11.6％

製造業 4.2％
情報通信業 10.5％

その他サービス業
12.6％

卸売業 6.3％

小売業 10.5％
金融・保険業 2.1％
医療・福祉業 22.1％

教育・学習支援業 3.2％
生活関連サービス業・娯楽業
3.2％

不動産取引・賃貸・管理業
5.3％
物品賃貸業 2.1％
学術研究・専門・
技術サービス業 3.2％
宿泊業・飲食サービス業
3.2％
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学 生 生 活 か ら 学 科 の 学 び ま で 在 学 生 の ホ ン ネ ト ー ク

公認心理師の資格を取得して
カウンセラーを目指すには最適。
自分自身の成長にもつながる。
たとき、その経験を思い出し、自分もカ

の
志望
理由
菅谷

12

人の悩みに
寄り添って、
サポートしたい。

ウンセラーを目指そうと考えました。
竹下

私も、小学生のときに小児科のカ

ウンセラーの先生と話したことがありま
す。まだ子どもだったので、家族以外の

中学生のときにスクールカウンセ

大人にきちんと話を聞いてもらったのは

ラーに悩みを相談したところ、自分でき

初めてでした。それで私が元気になった

ちんと考えられるよう助けていただいて

様子を母が覚えていて、将来の進路を考

楽になったことがありました。高校生に

えているときに「カウンセラーは、
どう？」

なって大学進学や将来のことで悩んでい

とアドバイスしてくれたのです。人の悩

心理学部のある大学を検討していたとこ

みに寄り添ってサポートできるようなカ

ろ、立正大学を先生に勧められ、心理学

ウンセラーになりたいと考えています。

に関わる専門職に就いている卒業生も多

長潟

いことを知って志望しました。

私はカウンセラーと話したことは

ありませんが、中学生の頃に、
「この人

竹下

は、なぜこのような行動をするのか」
「人

士の第一種指定大学院があることや、公

間の心は変わらないのか」といった人の

認心理師のカリキュラムにも対応してい

心の動きに興味を持ち始め、心理学を学

ることを知ったからです。現場で活躍し

ぼうと思いました。文学部の心理学科で

ている先生が多く、詳しいお話をうかが

は文学系の科目も学ぶ必要があるので、

えるところにも魅力を感じました。

立正大学を選んだのは、臨床心理

臨床心理学科生

座談会

は、自分があいまいな知識に基づいて障

の
学科
学び
竹下

授業を通して
自己理解が深まり、
自分が変わる。

カウンセリングの理論や技法を学

害のある方に接していたことに気が付き
ました。授業では分かりやすくきちんと
教えていただき、見方が変わったのが一
番の収穫です。
菅谷

授業で障害のある方のビデオを見

ぶ心理療法の授業は、とても興味深かっ

ましたが、私は実際に接した経験があま

たですね。心理学部で学んでいると、他

りなかったので、考えが変わりました。

学部の友人から相談されることも多く、
高校時代の自分だったらむやみに相手を
励ましていたと思いますが、いまは授業
で学んだことを考えながら話すようにし

学生
生活

ています。心理学を学んで、言葉が人の心

学科のみんなは
優しいし、
受け入れてくれる。

実際に経験しながら考えるつもりです。
菅谷

私もカウンセラーを目指していま

したが、心理学を学ぶとコミュニケーショ
ンの幅が広がるし、ビジネスのいろいろ

に大きい影響を与えることを実感したの

長潟

臨床心理学科は比較的落ち着いた

な交渉の際にも非常に参考になることが

で、言葉を選んで話すようになりました。

感じの学生が多い印象ですが、中には非

分かったので、企業で働くという選択も

臨床心理学科で学ぶようになって、自

常に個性的な人もいて、多様性がありま

あるのかなと思って考えているところで

分が変わったと思います。臨床心理学科

す。大学に入って、それまでの対人関係

す。

では自分に当てはめて考えることができ

ではなかったような経験をすることがで

長潟

る授業が多いので、自己理解が深まり、

きました。

格を取得し、そこで得たものを社会に出

日常生活のさまざまな場面で役立つこと

菅谷

て活用していきたいと思っています。

が多いように感じます。

生も学生もみんな優しい感じがします。

菅谷

竹下

私も、心理療法の授業は自分を見

キャンパスの中はきれいだし、先
私もそう思います。みんな優しい

つめ直すきっかけになりました。また、

し、受け入れてくれる。同じ分野を学ん

1年次後期に履修した感情人格心理学で

でいるので、将来の話もしやすいですね。

は人格障害や人間のタイプについて学び、
それによってほかの人に対する理解が深
まったように感じました。相手の気持ち
を考えようと意識するようになり、その

の
将来
こと

結果、自分自身も高校時代より落ち着い

公認心理師と
臨床心理士の
資格を取って、
カウンセラーに。

大学院に進学して公認心理師の資

生
受験
へ
長潟

知識があったほうが、
将来の選択肢が
広がる。

自分が夢や興味があるのはどんな

ことなのか、きちんと考えて大学や学部
学科を選ぶべきだと思います。私は高校
の時に、まず理系を選択し、悩んだ末に

たような気がします。

竹下

卒業後は大学院へ進学し、公認心

文系に変更しました。そうした過程があっ

長潟

学習を通して、人との接し方が変

理師と臨床心理士の資格を取得して、学

たからこそ、心理学という対象を見つけ

わりますね。いま自分がどう感じている

校か小児科のカウンセラーを目指そうと

ることができたと思っています。だから、

かを考え、冷静になれることが多くなり

思っています。ただ、専門分野を学ぶう

必要ならとことん悩んだほうがいいので

ました。コミュニケーションの幅が広が

ちに、大人や企業のカウンセリングにも

はないでしょうか。

り、深まったように感じます。

興味がわいてきて、迷っています。3年

菅谷

次にはカウンセリングの実習があるので、

決断するまでに時間がかかりました。オー

また、障害者 ・ 障害児心理学の授業で

私も、カウンセラーを目指そうと
プンキャンパスなどに参加して、
いろいろ調べて知識を得たほう
が、自分の将来に関する選択肢
が広がると思います。4年間学
ぶキャンパスなので、通学時間
とかキャンパスの雰囲気も知っ
ておいたほうがいいと思います。
竹下

友人の後輩が心理学に興

味があるというので、相談に
乗ってあげました。また、臨床
菅谷 有花（すがや ゆうか）

竹下 莉奈（たけした りな）

長潟 聡太（なががた そうた）

東京都立本所高等学校出身

熊本県立第一高等学校出身

私立拓殖大学第一高等学校出身

大 学 に 入 っ て 一 番 うれし

立正大学のキャンパスは通

大学ではいろいろな人に出

がったことですね。

活も充実します。

話が聞けますよ。

かったのは、友人の輪が広

学に便利で、勉強も学生生

会えて、人の数だけ面白い

心理学科はどちらかというと個
人に着目し、対人・社会心理学科
は人々の集団や社会全体を対象
にするといった違いも説明しま
した。来年の春に、キャンパス
で会えるといいなと思います。
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対人・社会心理学科

Department of Interpersonal and Social Psychology

人 間 関 係 や 社 会 現 象 を 幅 広く学 び 、
対 人 力と社 会 人 力を養 います。
自分や他者の行動について不思議に感じたり、その理由を知りたいと考えたことはないでしょうか。
対人・社会心理学科は、人間関係や社会現象の背景にある
「こころ」の法則を研究する全国初の学科です。
各分野のエキスパートによる少人数教育によって、日常生活や社会生活で実際に活かせる心理学を学び、
幅広い分野で応用できる人間力・対人力・社会人力・国際人力を養います。
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学 び の
ポイント

4年間の
ステップ

人間関係の
“なぜ ” が 解 明できる

知 識とスキルを
バランスよく習得

異文 化に触れながら
対人心理学を体験

友人関係、恋人関係、親子関係、
さらに

対 人 ･ 社 会 心 理 学 科 のカリキュラム

フィリピンのミンダナオ国際大学と提

はアルバイト先の人間関係など、誰で

は、理論とスキルをバランスよく習得

携し、インターネットのテレビ電話を

も常に人との関わりにおいて、“なぜ？”

できるように作成されています。理論

使った英会話学習を行っています。初

を感じているのではないでしょうか。対

をベースに、対人関係を円滑にするた

対面の外国人との日常会話を通じて、

人・社会心理学科は人間関係の“なぜ”

めのスキル、効果的なプレゼンテー

英語能力を高めるだけでなく、積極的

を解明するために、
「こころ」の法則を

ションを行うためのスキルなどを実際

に意 思 の 疎 通を図ることで、生きた

学ぶ全国でも数少ない学科です。

に体験しながら磨きます。

1
年次

心理学の
基礎

心理学を広く学ぶ

対人･社会心理学の基礎や心理学の基礎・応用領域を

「対人心理学」
を体験します。

オススメ授業

社会人
基礎力

プレゼンスキルトレーニング

広く学びます。また、
「情報処理の基礎」
や
「プレゼンス

人前で上手に話す方法や効果的なプレゼンテーションの方法を習得します。

キルトレーニング」などで、社会人として必要なスキ

タイトルの決め方やスライドの作り方など、必要なプロセスを一つひとつ学

ルも学習します。

2
年次

研究手法を学習

対人・社会心理学の専門科目を主に学びます。また、
「心理学実験」
や
「社会心理データ分析法」
などで、研
究技法についての学びも深めます。

3
年次

び、自分の作成した資料の内容を全員の前で発表します。

専門知識の習得
オススメ授業

人たちへの固定化されたイメージ
（＝ステレオタイプ）
に注目し、関連する問
題を社会心理学の観点から検討し、低減・解消の可能性を考えます。

専門分野を学ぶ

専門科目の学びを深め、
「 対人･社会心理学演習」
（ゼ

ステレオタイプの心理学

「大阪の人はせっかちだ」
「 女性は感情的だ」
など、あるカテゴリーに含まれる

専門的な研究技法の実践
オススメ授業

社会心理調査実習

ミ）
を中心に自らの専門を固めていきます。また、
「社

グループワークなどを通じて社会調査の方法を実践的に学び、受講者個人

会心理調査実習」
で、調査に関する一連のプロセスを

が調査を企画し実施できる能力を養います。また、調査方法にとどまらず統

体得します。

4
年次

計ソフトを用いたデータ解析法についても学習します。

卒業論文・卒業研究

卒業研究を行うテーマを決め、データを収集し、ユ

ユニークな卒業研究を完成
オススメ授業

卒業論文・卒業研究

ニークな卒業論文を完成させます。指導教員が、一人

男女の恋愛関係やファッションの心理、消費者心理などに関するテーマを一

ひとりの研究の進展をサポートします。

人ひとりが決め、卒業研究を行います。教員の指導のもとで、専門知識や調
査スキルを駆使しながら取り組み、
４年間の集大成として、卒業論文をまとめ
ます。
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カリキュラム

４領域＋２領域で構成される、
幅広い学びを用意しています。

対人・社会心理学は、人と人、人と社会が互い

発達社会心理学
自己心理学

に影響しあう中で、「こころ」がどのように働い

臨床社会心理学

ているかを明らかにしようとする心理学の分野

人間力

の一つです。研究テーマは多岐にわたりますが、

自己

自己、対人、集団、文化の 4 領域に大きく分け
ることができます。カリキュラムは、これら 4 領
理論を実際のスキルに活かすためのスキル系領

社会的貢献の心理学
メディア心理学
ステレオタイプの心理学

スキル系

学年進行に応じた科
学 的 アプ ロ ー チス
キルの体系的履修

対人感情の心理学
恋愛心理学

対人

文化

域の合計 6 領域から構成されています。

1年次

人間関係の心理学

対人・社会
心理学科

基礎・応用
領域

域に加え、心理学の基礎・応用領域、さらには、

必修科目

対人力

集団

国際人力

2年次

スキル系
領域

社会人力

3年次

社会・集団・家族心理学
経営心理学
消費者心理学

4年次

心理学概論
心理学研究法
対人・社会心理学概論Ⅰ
対人・社会心理学概論Ⅱ
対人・社会心理学基礎演習
心理学統計法Ⅰ
心理学統計法Ⅱ

心理学と職務スキル
心理学実験Ⅰ
心理学実験Ⅱ

対人・社会心理学演習Ⅰ
対人・社会心理学演習Ⅱ

対人・社会心理学研究法
プレゼンスキルトレーニング

社会心理データ分析法
社会心理質的研究の方法
リーダーシップトレーニング

社会心理調査実習Ⅰ
社会心理調査実習Ⅱ

卒業論文・卒業研究Ⅰ
卒業論文・卒業研究Ⅱ

対人スキルトレーニング
心理学英語論文講読

心理的アセスメント

選 択 科 目１

人間力を養う

発達社会心理学
自己心理学
ポジティブ心理学

キャリア心理学
臨床社会心理学
人的資源管理論

健康・医療心理学

対人

対人力を養う

人間関係の心理学
対人行動とパーソナリティ
対人感情の心理学

コミュニケーション心理学
外見心理学
社会的欲求の心理学

恋愛心理学
司法・犯罪心理学

集団

社会人力を養う

社会・集団・家族心理学
消費者心理学
リスクマネジメントの心理学

産業・組織心理学
マーケティング心理学
経営心理学

福祉心理学

国際人力を養う

社会的貢献の心理学
ステレオタイプの心理学
メディア心理学

進化心理学
交通心理学
社会言語学

ジェンダー心理学

公認心理師の職責
関係行政論
心理演習

心理実習

自己

対人・社会心理学特別講義Ⅰ

対人・社会心理学特別講義Ⅱ

文化

選 択 科 目２

基礎・
応用

公認
心理師

1・2年次で心理学全
般の幅広い専門知
識の履修

希望者限定

心理学史
知覚・認知心理学
学習・言語心理学
教育・学校心理学
感情・人格心理学
発達心理学
認知科学
動機づけの心理学
幼児・児童心理学
青年期の心理学
適応の心理

神経・生理心理学
臨床心理学概論
心理学的支援法
人体の構造と機能及び疾病
精神疾患とその治療
障害者・障害児心理学

※カリキュラムは変更される場合があります
※一部の科目の履修には一定の要件があります
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対人・社会心理学科

卒業後
の進路

心理学の知識と対人スキルを生かし、
幅広い分野で活躍できます。

人間力や対人力は、あらゆる職場において最も重要
とされる能力の一つです。こうした社会人基礎力を

活躍が期待される主な分野と内定先

ベースに、対人・社会心理学科の卒業生は、対人
コミュニケーション能力を活かした接客や営業、自
己や他者の分析能力を活かした人材管理、社会調
査能力を活かしたアナリストなど、様々な方面での
活躍が期待されます。

接客やヒューマンサービスに関わる職種
常にお客様と向き合う販売員、セールスマン、オペレーターは、相手の意思
をしっかり汲み、自分の意思を伝える
「対人コミュニケーション能力」
を存分
に生かせる職業です。公的サービスを提供する公務員にとっても、市民の
声を汲みとり応える上で重要な能力といえます。

市場調査や商品開発、公共政策の企画・立案に関わる職種
社会の状況や市場の動向などを調査し、解決する能力は、マーケティング
リサーチャー、行政施策に関わる公務員など、データに基づいた企画立案
に携わる職業で大いに活用できます。ニーズに合った商品を仕入れるマー
チャンダイザーなどにも生かせます。

人材管理や能力開発に関わる職種
自己や他者を分析する能力は、人と企業を結びつけるキャリアコンサルタ
ント、人材コーディネーターなどの職業で生かせます。また、教育・研修ト
レーナーなど、相手のモチベーションを高めることがカギとなる仕事でも
大いに役立てられます。

主な取得可能資格

●公認心理師（国家資格）

指定のカリキュラムを修めて卒業後、一定期間の実務経験
や大学院進学を経て受験資格を得ることができます。

●社会調査士（社会調査協会）

世論や市場動向、社会事象などを調査・分析する専門能力
をもっている者に与えられる資格です。本学科の課程を修了
し申請することで、社会調査協会により認定を受けられます。

●キャリアコンサルタント

■主な就職先・進学先
【建設・製造】
共同エンジニアリング㈱、
JAPAN HOME WAND㈱、
東洋紙業㈱、
日本調理機㈱、
㈱ちふれ化粧品 他

【運輸業】
名糖運輸㈱ 他

【卸売・小売】
㈱システナ、
レゴリス㈱、
㈱大塚家具、
㈱ヨドバシカメラ、
㈱コジマ、
㈱サンドラッグ、
㈱ドミノ・ピザ ジャパン 他

【不動産・賃貸管理業】
大東建託リーシング㈱、
ハウスコム㈱、
スターツグループ、
西尾レントオー
ル㈱、
三井ホームリンケージ㈱ 他

【各種サービス】
日本年金機構、
スターバックスコーヒージャパン㈱、
㈱エイジェック、
ヒューマンリ
ソシア㈱、
野村不動産パートナーズ㈱、
リゾートトラスト㈱ 他

【医療・福祉】
群馬県国民健康保険団体連合会、
㈱ベストライフ 他

他者の性格や適正を分析、その人により適した職業の選択
や能力開発ができるようアドバイスを与える職業、「キャリア
コンサルタント」になるための国家技能検定受験資格を得る
ことができます。

【金融・保険】
㈱東和銀行、
湘南農業協同組合、
目黒信用金庫

●認定心理士（日本心理学会）

【進学】
立正大学大学院

「大学教育での心理学に関する標準的な基礎知識・技術を
修得している」と保証する資格として、日本心理学会が認定
します。本学部の課程を修了し、審査を受けることで取得で
きます。

●社会福祉主事

●児童福祉司

●社会教育主事

●図書館司書

●児童指導員

●博物館学芸員

【情報通信】
三井E&Sシステム技研㈱、
㈱テクノ・セブン、
㈱YSLソリューション、
アイテル㈱、
㈱システムシェアード、
㈱Linksprout 他

【教育・学習支援】
㈱臨海 他

【公務員・教員・各種法人】
神奈川県警察本部、
千葉県庁、
静岡県庁、
日立市役所、
川口市役所
（2020年度実績）

■業種別就職先（2020年度実績）
公務 6.3％

建設業 4.2％
製造業 7.4％

その他サービス業 17.9％
情報通信業 12.6％
運輸・郵便業 1.1％

医療・福祉業 6.3％
教育・学習支援業
2.1％
生活関連サービス業・
娯楽業 2.1％
宿泊業・
飲食サービス業 4.2％

学術研究・専門・
技術サービス業 3.2％
物品賃貸業 3.2％

卸売業 4.2％

小売業 17.9％

金融・保険業 3.2％
不動産取引・賃貸・管理業 4.2％
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学 生 生 活 か ら 学 科 の 学 び ま で 在 学 生 の ホ ン ネ ト ー ク

人の心のしくみを知り、
自分のことも見つめ直せる。
授業の学びが日常生活に活かされる。
会心理学科の存在を知り、自分が興味の

生活の中に
活かされている心理学
に興味を持って。

ある心理学の分野を自由に選んで学べる

広告などのデザインに興味があっ

チューターの先生が大学で心理学を学ん

ていろいろ調べたところ、見る人の心の

でいて、休み時間に心理学について楽し

動きを考えながら広告が作られているこ

く分かりやすく話してくださったのが、

とを知って、とても面白いと思いました。

心理学に興味を持ったきっかけです。そ

大学の情報を集めるなかで本学の対人・社

の後、高校生になってアルバイトをしてい

立正大学のオープンキャンパスに5～6回

たとき、自分の行動によってお客様が笑

参加したほどです。いま、さまざまなテ

顔になるという経験が何度かあって、そう

クノロジーがすごい勢いで進化して、社

いった心の仕組みを学ぶことのできる立

会の幅広い分野で機械化が進んでいます。

正大学の対人・社会心理学科を選びました。

これからも人の興味や関心は変化し、時

乾

の
志望
理由
浅野
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こと、そして何よりも楽しく学べそうだ
と感じました。
磯江

中学のときに通っていた塾の

私は、高校でたまたま対人・社会心理

代とともにニーズも変わると思います

学科のガイダンスを受けました。コンビ

が、心理学を学べば、そうした変化を最

ニの店内カゴや商品の配置によって、客

も敏感に感じ取れるのではないかと思い

の心理や行動が変わるという話を聞いて、

ました。

興味が止まらなくなって（笑）
。その後、

磯江

私もオープンキャンパスの体験授

対人・社会心理学科生

座談会

心理学で学んだのを思い出して、勇気を

生と先生が仲良く話せることがうれしい

出して断りました。逆に、ピザ店のアル

ですね。また、授業が楽しいから、学生

バイトでは、電話を受けた際に心理学の

の出席率がとても高いと思います。

知識を応用して新商品をお勧めしたとこ
ろ、注文が増えました。理論を実践した
ら、本当に効果があったんです。
乾

それから、テストで答えを一度記入

の
将来
こと

して、あとで見直しをしたときに答えを

どんな職業に
就いても、
心理学は役に立つ。

訂正するかどうか迷った場合、訂正する

浅野

業に参加しました。身の回りのことを心

のとそのままにするのではどちらが正答

めていませんが、ここで学んだことを生

理学の視点から説明しているのを聞いて、

率が高いのかを心理学的に説明していた

かして、前を向いて胸を張れるような仕

心理学が身近な学問であることが分かり

だいて、感激したことがあります（笑）
。

事をしたいと思っています。

ました。また、先生と学生の距離が近い

浅野

磯江

ことも感じました。

学生が苦労している場合はチューターが

りたいと考えています。人々の意見やデー

サポートしてくれる制度があったり、先

タを分析して、心理学を活用して消費者

生の部屋に質問にうかがうとていねいに

が求めているものを追求したいですね。

教えていただけるので心強いですね。

乾

の
学科
学び
乾

選択科目が多く、
興味のある心理学を
幅広く学べ、
実践できる。

統計の課題やレポート作成など、

卒業後の進路はまだ具体的には決

私は商品開発や企画の仕事に携わ

この社会を構成しているのは人間だ

から、どんな職業に就いても心理学は役

私が好きな授業は、外見心理学やコ

ミュニケーション心理学。人間は本能的

学生
生活

に群れを作る生き物だから、周りに友人

優しく、
親しみやすく、
落ち着いた雰囲気。

立つと思います。

生
受験
へ

自分の目標に
向かって、
必要なものは何か。

がいないと危機感を覚えると知って、深

磯江

く納得しました。また、ステレオタイプ

授業が多かったため、すぐに友人ができ

の心理学は、自分が潜在的に持っていた

ました。キャンパスは落ち着いた雰囲気

磯江

先入観や固定観念を見つめ直すきっかけ

で、すごしやすい環境だと思います。

すが、心理学のいろいろな分野に興味が

になったと思います。授業で学ぶ内容が

浅野

ある人には、幅広く学べる対人・社会心理

日常生活に密接に関わっていて、実際に

あり、盛り上がって仲良くなりました。

学科が適していると思います。

役立っています。

また、高校のときと違って女子の友人が

乾

浅野

選択科目が多く、興味のある科目

増え、いろいろな考え方があることが分

専門とする先生が多いので、専門科目の

を自由に学べるので、目的がはっきりし

かって面白いですね。キャンパス内は穏

種類も多く、お勧めです。

ていれば選びやすいと思います。私は、

やかな感じで、時折笑い声が聞こえたり、

浅野

広告やデザインに関連する認知科学や消

昼時には中庭でランチをしている学生が

なのかをはっきりさせた上で、それを手

費者心理学などを中心に、幅広く学んで

いたりと、リラックスした雰囲気が漂っ

に入れるためにはどこに行って何を学ぶ

います。また、近所のスーパーに行った

ています。

必要があるかを考えるといいのではない

ら、まず商品のディスプレイを見て、最

乾

でしょうか。

入学して最初の頃はクラス単位の

クラスで食事会などのイベントが

先生が優しいし、親しみやすい。学

心理学部には2つの学科がありま

立正大学の心理学部は社会心理学を

自分の目標に向かって、何が必要

初に何が置いてあって、次はこ
うなっているのかというように、
授業で学んだことを現場で確か
めることもあります。そうする
と、見慣れたお店や街並みが「心
理学の理論を応用したものの博
物館」のように感じられ、以前
とは違って見えるようになりま
した。
磯江

先日、美容院でトリート

メントを勧められ、値段の違う
3種類を提示されました。以前
の私だったら真ん中の値段のも
のを頼んだと思います。ですが、
価格が3種類あると「中」を選
ぶ人が多いということを消費者

浅野 航（あさの わたる）

乾 紗弥（いぬい さや）

磯江 佑歩（いそえ ゆうほ）

東京都立調布南高等学校出身

東京都立小川高等学校出身

神奈川県立追浜高等学校出身

大学で知り合った友人と見

父もかつて大学で心理学を

心と体はつながっているの

いい経験になります。

んでくれました。

間半は寝ています。

知らぬ土地を旅するのは、

学んだので、私の選択を喜

で、健康のために毎日7時
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専任教員紹介

①＝主な担当科目

② ＝ 研究内容

2022年4月1日現在

臨床心理学科

Department of Clinical Psychology

青木 佐奈枝

教授

教授

小澤 康司

教授

①学習・言語心理学
②人間や動物の環境への適応
─学習過程─の分析

①キャリアとライフ、サービス
ラーニング
②被災者支援、キャリア開発＆
カウンセリング

田中 輝美

田村 英恵

永井 智

教授
〈臨床心理学科主任〉
①感情・人格心理学
②認知行動論に基づく感情の
コントロール

片受 靖

准教授

①司法・犯罪心理学
②産業領域におけるメンタルヘ
ルスに関すること全般および
犯罪心理学

竹森 啓子

特任講師

①臨床心理学の実践
②児童青年期の精神疾患予防、
メンタルヘルスリテラシー、
援助要請
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井田 政則

①心理的アセスメント
②医療現場における心理アセ
スメント・支援

教授

教授

①心理学的支援法
②イメージと暗示に関する臨床
心理学的研究

①幼児・児童心理学
②相談行動・援助要請行動、
ピア・サポート

櫻井 広幸

佐藤 秀行

准教授

①感性心理学、
心理学測定法
②感性心理学、
バーチャルリア
リティ・ロボット・AI・TW の
連携、ICT、
ものづくり心理
学、
超臨場感、
超心理学

𠮷野  優香

特任講師

①心理学概論
②被援助場面における感謝感
情と負債感情に関する研究

准教授

①心理的アセスメント
②樹木画による性格の理解や
援助に関する研究

武部 匡也

助教

①心理学基礎演習
② 怒り感 情 のコントロー ル、
摂食障害予防、イップスに対
する心理学的支援

鹿嶋 真弓

教授

篠田 晴男

教授

①学習心理学、
青年心理学
②教師の指導行動、
学級経営、
問いを創る授業、構成的グ
ループエンカウンター

①障害者・障害児心理学
②発達障害の理解・支援と
合理的配慮

西松 能子

山本 誠一

①精神医学
②コンサルテーション・リエゾン
精神医学

①臨床心理学概論
②青年期の不安・傷つきと個
性 化 の 諸 問 題に関 する臨
床心理学的なアプローチ

徳丸 享

吉田 加代子

教授
〈心理学研究科長〉

准教授

①福祉心理学
②心の健康課題へのコミュニ
ティ心理支援

教授

准教授

①臨床心理学概論
②青年期の友人関係と
「個」の
確立について

対人・社会心理学科

Department of Interpersonal and Social Psychology

所澤 潤

教授

①教育史、
教職概論、
教育方法
論Ⅱ
②教育方法学、
多文化共生、
理科教育史、
台湾教育、
記録資料学

奥野 誠一

准教授

上瀬 由美子

〈心理学部長〉

教授

①ステレオタイプの心理学
②社会的ステレオタイプや
偏見の形成・維持・解消過程

西田 公昭

教授

髙橋 尚也

教授

①社会的貢献の心理学
②行政との協働、惨事ストレス、
地域のエンパワメント

古屋 健

教授

高比良 美詠子

所 正文

①心理学研究法
②コミュニケーションと適応

①産業・組織心理学
②生き方・働き方支援・高齢ド
ライバー支援

教授
〈対人・社会心理学科主任〉

八木 善彦

教授

①教育・学校心理学Ⅱ
②子どもの学校不適応と適応
支援

①司法・犯罪心理学
②マインド・コントロールの心
理学

①リーダーシップトレーニング
②心理的ストレス過程とソー
シャルサポート

①消費者心理学、
認知科学
②消費者心理学、
認知心理学

宮﨑 昭

笠置 遊

下司 忠大

髙岡 祥子

特任教授

①健康・医療心理学Ⅱ
②臨 床 心 理 学、動 作 法とソマ
予防教育「社
ティック心理学、
会性と情動の学習」

准教授

①コミュニケーション心理学
②対人関係・コミュニケーション

講師

①対人行動とパーソナリティ
②Dark Triad/Tetrad 特性に
関する研究

特任講師

①感情・人格心理学
②人と動物のコミュニケーショ
ン、
表情認知

教授

ウンサーシュッツ・
ジャンカーラ 准教授
① Strategic English
②社会言語学

高村 遼

特任講師

①Strategic English
②語用論、
社会言語学、
談話分析

学部招聘客員教授

山田 順子

助教

内藤 誼人

客員教授

①心理学実験
②親密関係における対人心理
や対人行動およびその社会
差
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キャンパスカレンダー
さまざまなイベントに加え、学びのプログラムも充実しています。

4月

April

・入学式
・オリエンテーションガイダンス

5月

・ゼミオリエンテーション

6月

・大学創立記念日

オリエンテーションガイダンス

入学式

May

June
授業風景

7月

・オープンキャンパス

8月

・夏季休暇

9月

・ゼミ合宿

July

August

September

10月

October

・第１期定期試験
ゼミ懇親会

・オープンキャンパス
ゼミ合宿

・サークル合宿
・建学の日
・公開講座（品川区共催）
・就職ガイダンス
就職ガイダンス

11月

・橘花祭（学園祭）

12月

・社会心理調査実習発表会

November

December

1月

January

・冬季休暇

進学ガイダンス

・卒論指導・提出

社会心理調査実習発表会

・第２期定期試験
・卒論発表会

3月

・卒業式

March

橘花祭

・進学ガイダンス

2月

February
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ゼミ風景

卒論執筆・卒論指導

・春期休暇

・卒業記念パーティー

卒論発表会

卒業式

卒業記念パーティー

施設・設備

サポート

心理学の実践的な学びに対応した
教室やＩＴ設備が充実！

大学全体だけでなく、学部独自の支援も実施しています。

海外協定校と国際交流が充実
心理学部は、学部独自の取り組みとして、2009年に韓国の翰林大学
と交流協定を結び、交換教授や交換留学生の相互受け入れを行って
います。また2010年には、
フィリピンのミンダナオ国際大学と友好協
定を締結し、心理学を通じた学術的な国際交流の機会を豊富に用意し
ています。さらには、アメリカやニュージーランドの提携校で1年間学
ぶ
「交換留学」
制度や、夏季休暇や春季休暇を利用した
「語学研修」
、研
究を目的とした海外への渡航を大学が支援する
「個人研修」
など、大学
で実施するプログラムも利用することができます。

プレイルーム
遊びを通して心理的な支援を行うための
専用施設です。心理臨床センター内に設
けられ、学生の実習や学外の患者さんと
の相談に用いられます。

翰林大学の外観

ミンダナオ国際大学との交流風景

社会心理調査実習室
最新のコンピュータとソフトウェア環境を
完備しています。

心理学実験室
専門的な心理実験を行う設備（心理検査
器具・PC・眼球運動測定装置・生理指標計
測装置など）
も充実しており、学生の研究
などに利用されています。

心理学部独自のキャリアサポート
全学キャリアサポートセンターによるインターンシップ制度や各種講座
に加え、心理学部では、独自のキャリアサポート体制を整えています。
例えば、心理学部では、心理学の学びを職業選択や就職活動に活かす
方法について学ぶ必修授業が用意されています
（臨床心理学科では
「キャリアとライフ」
、対人・社会心理学科では
「心理学と職務スキル」
）
。
また、
より具体的な支援策として、就職希望者向けの
「就職ガイダンス」
や進学希望者向けの
「進学ガイダンス」
を毎年開催しています。
「就職ガ
イダンス」
では、企業や公務員の内定をもらっている先輩学生を講師と
して招き、就職活動や公務員試験対策について体験談をお話いただい
ています。また、
「進学ガイダンス」
では、立正大学大学院や他大学院に
進学した先輩から、大学院生活や大学院入試についての具体的なアド
バイスを聞くことができます。
これらの支援制度に加え、各ゼミ担当教員も職業選択や就職活動につ
いて積極的にサポートを行っており、心理学部では学生一人ひとりの進
路に合わせた充実のサポート体制が構築されています。

心理臨床センター
臨床心理士を目指す大学院生が実習に利
用するほか、センターの臨床心理士が、地
域に開かれたサービスとしてカウンセリン
グを実施します。
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大学院 心理学研究科
研究科長からの
メッセージ
時代が求める「こころ」の問題を
深く理解し、対応できる人をめざして
心理学研究科長

西松 能子

社会における劇的な構造変化、AI の発展は第4次産業革命とも言わ

応用心理学専攻では高度情報化、少子高齢化社会の中で幅広く活躍

れ、ひとに残された領域として対人感情サービスの領域が従来にも

する人材の育成を目指しています。対人・社会心理学専攻では、心

増して重要な役割を果たすようになりました。このような現代社会

理学の専門知識と社会調査能力を身につけ、社会や産業の領域で広

の変容に際し、心理学領域は対人援助に関連して資することは大き

く活躍する高度専門職の人材育成をめざしております。博士後期課

いと期待されています。立正大学大学院心理学研究科は、2004年

程心理学専攻では、博士号取得のための個別指導に重点を置いてい

に開設されて以来、この領域に多くの人材を輩出し、社会に貢献し

ます。また、学生自らが研究成果を国内外の学会や学術誌に発表す

て参りました。

るための指導を行い、将来自立した研究者や高度な専門的知識と能

本研究科は、修士課程の臨床心理学専攻、応用心理学専攻、対人・

力を持った実践家の育成にも努めています。

社会心理学専攻の3専攻と、博士後期課程の心理学専攻から構成さ

時代の変化の中で、大学院教育に求められるものは専門的知識の修

れております。臨床心理学専攻は、2018年度からはカリキュラム

得から独創的、創造的知識の開発へと大きく変わりつつあります。

を整備し、国家資格「公認心理師」
受験資格に対応し、また公益財団

時代の要請に対応できるよう、心理学研究科は今後も一層の充実を

法人日本臨床心理士資格認定協会の「臨床心理士」第1種指定校とし

目指して参ります。

ても認可されて、高度な心理援助職の専門家養成を行っています。

2023年度入試情報
入試日程および募集要項は2022年６月頃に立正大学ホームページにてご案内予定です。

入試情報はこちら
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臨床心理士・公認心理師になるために
臨床心理士は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が発行する資格です。大学院修士課程修了などの高度な専門性を前提としてい
ることから、これまで心理職の採用の際に特に重要視されてきました。また、公認心理師は、平成29年９月15日に施行された公認心理
師法に基づく心理職の国家資格です。今後、さまざまな領域で心理職として活動するためには、これらの資格の取得を求められるように
なることが予想されます。
立正大学大学院心理学研究科に設置されている臨床心理学専攻は、臨床心理士・公認心理師の両資格に対応しています。また、臨床心理
士に関して、本学は臨床心理士養成第１種校であり、修了後すぐに臨床心理士資格試験を受験することができます。

臨床心理士になるためのステップ

7月～8月

10月初旬

11月初旬

11月中旬

12月下旬

4月
臨床心理士

合格発表

二次試験
（口 頭 面 接 試 験 ）

一次試験合格発表

一次試験
（筆記試験）

申請書類提出

臨床心理学専攻修了

立正大学大学院心理学研究科

3月

※資格試験について、臨床心理士については公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会ホームページ（http://fjcbcp.or.jp）でご確認ください。
公認心理師については、一般財団法人日本心理研修センターホームページ（http://shinri-kenshu.jp）でご確認ください。

進路について
【 修了生の進路 】
公・私立学校スクールカウンセラー
大学等学生相談室カウンセラー
教育センター教育相談員
国家公務員心理職
（厚生労働省／防衛省航空医学実験隊／警察庁科学捜査研究所／司法矯正関係等）
地方公務員心理職／専門職
（司法／行政関係／児童相談所／児童・障害者福祉施設等）
子育て支援センター相談員
福祉施設職員（児童・障害者・高齢者関係）
企業内相談室カウンセラー
障害者職業カウンセラー
病院・精神神経科クリニック心理職

公・私立学校教員／専門学校講師／短大・大学教員
公・私立研究所専門職
国公私立大学大学院進学
民間企業専門職／研究職
（製薬会社／化粧品会社／食品会社等の研究所研究員）
（人事テスト／商品テストなどの研究開発）
（人事管理／情報管理／安全管理業務）
（市場調査／統計処理／広告効果測定等の専門・技術職）
（システムエンジニア）
民間企業の総合職
大学職員
大学院博士課程進学

心理学研究所
心理学研究所は、心理学に関する研究、調査、技術開発の促進、社会貢献を目的と
して、2002年（平成14年）
の立正大学心理学部の設立と同時に発足しました。
本研究所では、個人研究の研究助成を行っています。最先端の研究の推進を図り、
社会的な課題やニーズに応える現代的な研究テーマを採り入れています。
また、心理学研究所紀要の発行や、研究発表会の開催など、情報発信や学術交流に
も力を入れています。
2012年度には、東洋大学21世紀ヒューマン・インタラクション・リサーチ・センター、
東京未来大学モチベーション研究所と、学術・研究に関する協定を結びました。
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オープンキャンパス

来ればできるこんなこと

オープンキャンパスは、キャンパスを見学したり、
先生や先輩に会って話を聞ける絶好の機会です。
疑問に思っていることや、不安に感じていることを
解消できるはず。お気軽にお越しください。

１

立正大学や心理学部のことを先輩や先生に直接質問できます。

2

心理学部の授業を実際に体験できます。

3

４年間学ぶキャンパスを自分の目で見学できます。

4

入試傾向や入試対策のことを詳しく聞けます。

2022年度オープンキャンパス開催日程（品川キャンパス）
2022年度は
「来校型」
と
「Web」
で開催します！
スタート
オープン
キャンパス

6月

秋の
オープン
キャンパス

9月・10月

春の
オープン
キャンパス

Web

学部説明や
学部生の声が
視聴可能

●教員による個別相談

7月・8月

夏の
オープン
キャンパス

来校型

心理学部YouTubeチャンネル

主なプログラム

来校型
Web

●学部学科紹介ブース

それぞれ

日程を分けて
複数回実施

●模擬授業

2023年

3月

●入試相談

来校型

●面接対策講座
※プログラムは変更となる
可能性があります。

詳細日程は、大学公式ホームページや学部ホームページでご確認ください。

入試情報

チャンネル登録
お願いします！

●キャンパス見学

立正大学で学ぼうとする皆さんのニーズに応えられるよう、
多彩な制度の入試を実施しています。

受験生必見！ 2023 年度入学試験の特色
特色

１

特色

2

一般選抜
（２月前期・後期、
３月）
の他、大学入学共通テスト利用
選抜、総合型選抜ゼミナール型、公募制推薦、
指定校制推薦、海
外帰国生徒対象選抜、社会人対象選抜、外国人留学生対象選
抜、編入学選抜を実施し、受験の機会を多数設けています。

選べる
入学試験制度

一般選抜
（２月前期）
は、
２月上旬に３日間実施します。試験日自
由選択制ですので、同じ学部学科を複数日受験することも可能
です。

選べる
入学試験日

試験日程

特色

3

特色

4

選べる
入試会場

一般選抜
（2月前期）
は、品川・熊谷キャンパス
の他、地方会場でも実施します。自分が受験
しやすい入試会場を選ぶこともできます。

受験料
優遇制度

一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜に
おいては、受験料の優遇制度があります。詳
細は、入試ガイドブックをご覧ください。

10月・11月 総合型選抜ゼミナール型

2 月上旬 一般選抜 2 月前期

11 月下旬

公募制推薦・指定校制推薦・社会人対象・海外帰国生徒対象・外国人留学生対象選抜

2 月下旬 一般選抜 2 月後期

大学入学共通テスト利用選抜

3 月上旬 一般選抜 3 月、編入学選抜

1 月中旬

※上記はすべて予定です。詳しくは本学ホームページにてご確認ください。

実家から通いたい人にも、都心で学びたい人にも絶好の立地！
神奈川、埼玉、群馬、栃木方面からは
「湘南新宿ライン」
で、
千葉、茨城方面からは
「上野東京ライン」
や
「総武線快速」
（品川乗換）
で、
アクセス良好。JR
「大崎」
「五反田」
駅から徒歩5分の環境にあります。

新宿14分

大宮40分

正門

品川キャンパス
横浜17分

りそな銀行
ファミリーマート

大崎警察署

上野24分
東京13分

五反田

12号館

大崎

土浦80分

至品川

所要時間は標準所要時間です。

小田原63分

心理学部
【お問い合わせ先】立正大学入試センター

東日本銀行
北改札
西口

千葉55分

品川2分

通り

シンクパーク

柏50分

東京都品川区大崎4-2-16

ゲートシティ 大崎
大崎
ニューシティ

TEL.03-3492-6649

山手

JR山手線・湘南新宿ライン・埼京線

JR大崎駅

臨床心理学科
対人・社会心理学科

山手通り口

東急五反田駅

線
号
1
道
国

渋谷7分

品川キャンパス

線
池上
東急

町田55分

池袋17分

駅
の台 小路
至旗
広
崎
大

八王子55分

立正大学

川

黒
目

大崎橋

西口

JR五反田駅

至渋谷

東口

都営地下鉄浅草線
五反田駅

Q Rコードでアクセスできます 。
モバイルサイトにリンクしています。

https://www.ris.ac.jp/psy/

