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公認心理師カリキュラム:

大学における必要な科目名

①　公認心理師の職責

Ⅰ ②　心理学概論 心理学（全学共通科目） 心理学概論 心理学概論 心理学概論 心理学概論 心理学概論 心理学概論 心理学概論

臨床心理学＊＊ 臨床心理学＊＊ 臨床心理学Ⅰ 臨床心理学Ⅰ 臨床心理学Ⅰ 臨床心理学Ⅰ 臨床心理学Ⅰ 臨床心理学Ⅰ

臨床心理学Ⅱ 臨床心理学Ⅱ 臨床心理学Ⅱ 臨床心理学Ⅱ 臨床心理学Ⅱ 臨床心理学Ⅱ

④　心理学研究法 基礎心理学A 基礎心理学A 基礎心理学 基礎心理学 基礎心理学 基礎心理学 基礎心理学 基礎心理学

基礎心理学B 基礎心理学B 心理学研究法 心理学研究法 心理学研究法 心理学研究法 心理学研究法 心理学研究法
⑤　心理学統計法 教育・心理統計法 教育・心理統計法 心理統計学基礎 心理統計学基礎 心理統計学基礎 心理統計学基礎 心理統計学基礎 心理統計学基礎
⑥　心理学実験 心理学実験 心理学実験 心理学実験 心理学実験 心理学実験 心理学実験 心理学実験 心理学実験

Ⅱ 知覚心理学 知覚心理学 知覚心理学 知覚心理学 知覚心理学 知覚心理学

認知心理学 認知心理学 認知心理学 認知心理学 認知心理学 認知心理学

認知科学概論 認知科学概論 認知科学概論 認知科学概論 認知科学概論 認知科学概論 認知科学概論 認知科学概論

心理学演習ⅠB 心理学演習ⅠB 心理学演習ⅠB

⑧　学習・言語心理学 学習心理学 学習心理学 学習心理学 学習心理学 学習心理学 学習心理学 学習心理学 学習心理学
人格心理学 人格心理学 人格心理学 人格心理学 人格心理学 人格心理学 人格心理学 人格心理学

感情心理学 感情心理学 感情心理学 感情心理学 感情心理学 感情心理学
⑩　神経・生理心理学 ー ー 神経心理学 神経心理学 神経心理学 神経心理学 神経心理学 神経心理学

社会心理学 社会心理学 社会心理学 社会心理学 社会心理学 社会心理学 社会心理学 社会心理学
社会心理学Ⅰ 社会心理学Ⅰ 社会心理学Ⅰ 社会心理学Ⅰ 社会心理学Ⅰ 社会心理学Ⅰ
社会心理学Ⅱ 社会心理学Ⅱ 社会心理学Ⅱ 社会心理学Ⅱ 社会心理学Ⅱ 社会心理学Ⅱ
家族心理学 家族心理学 家族心理学 家族心理学 家族心理学 家族心理学

発達心理学 発達心理学 発達心理学 発達心理学 発達心理学 発達心理学 発達心理学 発達心理学
生涯発達心理学Ⅰ 生涯発達心理学Ⅰ 生涯発達心理学Ⅰ 生涯発達心理学Ⅰ 生涯発達心理学Ⅰ 生涯発達心理学Ⅰ
生涯発達心理学Ⅱ 生涯発達心理学Ⅱ 生涯発達心理学Ⅱ 生涯発達心理学Ⅱ 生涯発達心理学Ⅱ 生涯発達心理学Ⅱ

障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ 障害児・者の心理Ⅰ
障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ 障害児・者の心理Ⅱ

心理学特講A 心理学特講A 心理学特講A 心理学特講A
Ⅲ 心理療法＊＊＊ 心理療法＊＊＊ 心理療法＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理臨床の実践Ⅰ＊＊＊

心理検査演習A 心理検査演習A 心理検査演習A 心理検査演習Ａ 心理検査演習Ａ 心理検査演習Ａ 心理検査演習Ａ 心理検査演習Ａ

心理検査演習B 心理検査演習B 心理検査演習B 心理検査演習Ｂ 心理検査演習Ｂ 心理検査演習Ｂ 心理検査演習Ｂ 心理検査演習Ｂ

心理検査演習Ｃ 心理検査演習Ｃ 心理検査演習Ｃ 心理検査演習Ｃ 心理検査演習Ｃ

心理検査演習Ｄ 心理検査演習Ｄ 心理検査演習Ｄ 心理検査演習Ｄ 心理検査演習Ｄ

心理療法＊＊＊ 心理療法＊＊＊ 心理療法＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理療法Ⅰ＊＊＊ 心理臨床の実践Ⅰ＊＊＊

心理療法Ⅱ 心理療法Ⅱ 心理療法Ⅱ 心理療法Ⅱ 心理臨床の実践Ⅱ

心理面接法 心理面接法 心理面接法 心理面接法 心理面接法 心理面接法

臨床心理学特講 臨床心理学特講 臨床心理学特講 臨床心理学特講 臨床心理学特講 臨床心理学特講 臨床心理学特講 臨床心理学特講

相談心理学 相談心理学 相談心理学 相談心理学 相談心理学 相談心理学 相談心理学 相談心理学

精神分析学 精神分析学 精神分析学 精神分析学 精神分析学 精神分析学

応用行動分析 応用行動分析 応用行動分析 応用行動分析 応用行動分析

臨床心理学＊＊ 臨床心理学＊＊ 臨床心理学 臨床心理学 臨床心理学 臨床心理学 臨床心理学 臨床心理学

Ⅳ ー ー 健康心理学 健康心理学 健康心理学 健康心理学 健康心理学 健康心理学

コミュニティ心理学 コミュニティ心理学 コミュニティ心理学 コミュニティ心理学 コミュニティ心理学 コミュニティ心理学

成人・高齢者保健 成人・高齢者保健 成人・高齢者保健 成人・高齢者保健 成人・高齢者保健 成人・高齢者保健

母子保健 母子保健 母子保健 母子保健 母子保健 母子保健

精神保健福祉 精神保健福祉 精神保健福祉 精神保健福祉 精神保健福祉 精神保健福祉
障害児・者の福祉 障害児・者の福祉 障害児・者の福祉 障害児・者の福祉 障害児・者の福祉 障害児・者の福祉 障害児・者の福祉 障害児・者の福祉

教育心理学 教育心理学 教育心理学 教育心理学 教育心理学 教育心理学 教育心理学 教育心理学

学校教育学総論 学校教育学総論 学校教育学総論

臨床教育学総論 臨床教育学総論 臨床教育学総論

学校心理学 学校心理学 学校心理学 学校心理学 学校心理学 学校心理学 学校心理学 学校心理学

障害児・者の教育 障害児・者の教育 障害児・者の教育 障害児・者の教育 障害児・者の教育 障害児・者の教育 障害児・者の教育 障害児・者の教育

⑲　司法・犯罪心理学 ー ー 犯罪心理学 犯罪心理学 犯罪心理学 犯罪心理学 犯罪心理学 犯罪心理学
⑳　産業・組織心理学 産業心理学 産業心理学 産業心理学 産業心理学 産業心理学 産業心理学 産業心理学 産業心理学

Ⅴ 健康の科学（共通教育） 健康の科学（共通教育） 身体医学 身体医学 身体医学 身体医学 身体医学 身体医学

心身医学 心身医学 心身医学 心身医学 心身医学 心身医学
精神医学 精神医学 精神医学 精神医学 精神医学 精神医学 精神医学 精神医学

薬理学 薬理学 薬理学 薬理学 薬理学 薬理学

㉓　関係行政論 ー ー 社会保障制度と関連法規 社会保障制度と関連法規 社会保障制度と関連法規 社会保障制度と関連法規 社会保障制度と関連法規 社会保障制度と関連法規

Ⅲ 心理療法実習 心理療法実習 心理療法実習 心理療法実習 心理療法実習 心理療法実習 心理療法実習A 心理療法実習A

心理療法実習B 心理療法実習B

医療心理実地演習事前
指導

医療心理実地演習事前
指導

医療心理実地演習事前
指導

医療心理実地演習事前
指導

医療心理実地演習事前
指導

医療心理実地演習事前指
導

㉕　心理実習 障害児・者の施設実習 障害児・者の施設実習
障害児・者の施設実習

医療心理実地演習
障害児・者の施設実習

医療心理実地演習
障害児・者の施設実習

医療心理実地演習
障害児・者の施設実習

医療心理実地演習
障害児・者の施設実習

医療心理実地演習
障害児・者の施設実習　医

療心理実地演習

＊なお、⑯を履修した場合は、㉑または㉒を履修したこととみなす。
＊＊同名称異科目の「臨床心理学」を２つ履修した場合には、一方を③、他方を⑮と読み替えることができる。１つ履修した場合には、③または⑮と読み替えることができる。同時に両科目として読み替えることはできない。
＊＊＊「心理療法」「心理療法Ⅰ」「心理臨床の実践Ⅰ」は、⑭または⑮と読み替えることができる。同時に両科目として読み替えることはできない。

2001、2002年度入学生 2009、2010年度入学生 2014、2015年度入学生 2016年度入学生～2003～2006年度入学生 2007、2008年度入学生 2011年度入学生 2012、2013年度入学生

㉔　心理演習

② 〜⑥から４科
目以上
（心理学科の場
合、必修科目で
充足している）

⑦〜⑬から４科目
以上

１科目以上を履
修する。　　　＊印
参照

（上のⅢの項参
照）

⑱　教育・学校心理学

⑯～⑳から２科目
以上
ただし、⑯をVとし
て履修した場合
は、⑰から⑳まで
のうち２科目以上
を履修する。

⑬　障害者・障害児心理学

⑮　心理学的支援法

⑯　健康・医療心理学

⑰　福祉心理学

⑫　発達心理学

③　臨床心理学概論

⑦　知覚・認知心理学

⑨　感情・人格心理学

⑪　社会・集団・家族心理学

⑭　心理的アセスメント

⑭、⑮、㉔および
㉕から２科目

心理学科科目で左記に対応すると
認定される科目名


㉑　人体の構造と機能および疾病

㉒　精神疾患とその治療


