
＜2017年度以前入学者＞※経過措置者

公認心理師の国家試験受験資格を取得するには、学部で以下表の要件を満たす必要があります。

法令上の科目名に対応する文化構想学部、文学部、教育学部の科目のうち、1科目を履修すれば、

該当する法令上の科目名を満たしたことになります。

例）法令上の科目名「2.心理学概論」の場合、「心理学概論１」「心理学概論２」のうち、

   1科目を履修すれば、法令上の科目名「2.心理学概論」を満たすことになる。

なお、以下表の要件に加えて、大学院において、省令で定められた公認心理師になるために必要な科目の単位を修得し、

その課程を修了すること、もしくは省令で定められた施設・期間の実務経験を経ることが必要です。

公認心理師に関する科

目

法令上の科目名

2017年度までの科目名

（文化構想学部または文学部設

置科目）

履修方法

1 公認心理師の職責

心理学概論１ 心理学概論１ 心理学概論I

心理学概論２ 心理学概論２

3 臨床心理学概論 臨床心理学 臨床心理学概論 臨床心理学概論

心理学演習３A (基礎実験２）
心理学演習３ (心理学研

究法）A
※１ 心理学研究法Ⅱ(実験法） ※３

心理学演習３B(基礎実験２）
心理学演習３(心理学研究

法）B
※１

心理学研究法III（調査

法・観察法）
※３

心理学演習２（心理統計実習）
心理学演習２（心理統計

実習）
※１

心理学研究法I(心理学統

計法)
※３

心理学演習４(実験計画実習）
心理学演習４(実験計画実

習）
※１

心理統計学１ 心理統計学１

心理統計学２ 心理統計学２

心理学演習１１D 心理学演習１１D ※１

心理学演習１８D 心理学演習１８D ※１

心理学演習１A (基礎実験１）
心理学演習１ (心理学実

験）A
※１ 心理学実験演習I

心理学演習１B（基礎実験１）
心理学演習１（心理学実

験）B
※１ 心理学実験演習II A

心理学実験演習ⅡB

心理学実験演習ⅡC

2018年度以降の科目名

（文化構想学部または文学部設

置科目）

2018年度以降

（教育学部設置科目）

6 心理学実験

2 心理学概論

法令上の科目名におい

て3科目以上

4 心理学研究法

5 心理学統計法



認知科学 知覚・認知心理学
認知心理学概論(知覚・認

知心理学)

心理学演習１０（知覚心理学実

験）

心理学演習１０（知覚心

理学実験）
※１

実験心理学特論III(知

覚)(知覚・認知心理学)

心理学演習１１E 心理学演習１１E ※１

心理学演習１８E 心理学演習１８E ※１

言語心理学
言語心理学(学習・言語心

理学）

実験心理学特論I(学習・言

語心理学)

学習心理学 学習心理学

心理学演習１４(学習心理学実

験）

心理学演習１４(学習心理

学実験）

心理学演習１１A (2017年度

～）
心理学演習１１A ※１

心理学演習１８A(2017年度

～）
心理学演習１８A ※１

心理学演習１１F 心理学演習１１F ※１

心理学演習１８F 心理学演習１８F ※１

9 人格・感情心理学 人格心理学 感情・人格心理学
心理学概論II（感情・人格

心理学）

神経心理学 神経・生理心理学
実験心理学特論II（神経・

生理心理学）

心理学演習９(生理心理学実

験）

心理学演習９(生理心理学

実験）
※１

心理学演習１１H 心理学演習１１H ※１

心理学演習１８H 心理学演習１８H ※１

社会心理学 社会心理学
社会心理学概論（社会・集

団・家族心理学）
※３

心理学演習１６（社会心理学実

習）

心理学演習１６（社会心

理学実習）

心理学演習１１C 心理学演習１１C ※１

心理学演習１８C 心理学演習１８C ※１

子どもの発達心理学
子どものこころ(発達心理

学）
発達心理学概論

大人の発達心理学
大人のこころ（発達心理

学）

障害者教育原論（障害者・

障害児心理学）
※２

発達障害者の心理・生理・病理

(障害者・障害児心理学）

法令上の科目名におい

て4科目以上

発達障害の心理臨床

12 発達心理学

13 障害者・障害児心理学 発達障害の心理臨床

10 神経・生理心理学

11 社会・集団・家族心理学

7 知覚・認知心理学

8 学習・言語心理学



心理学演習７(発達評価法）
心理学演習７(発達評価

法）
※１

心理学研究法IV(心理的ア

セスメント)
※３

心理学演習８(心理検査法１）
心理学演習８(心理的アセ

スメント１）
※１

心理学演習１７(心理検査法

２）

心理学演習１７(心理的ア

セスメント２）
※１

心理学演習６（臨床技法１）
心理学演習６（心理学的

支援法）
※１

指導者養成講座I（心理学

的支援法）
※２

心理学演習１１B 心理学演習１１B ※１

心理学演習１８B 心理学演習１８B ※１

心理学演習１１I 心理学演習１１I ※１

心理学演習１８I 心理学演習１８I ※１

健康心理学 健康・医療心理学
臨床心理学特論Ⅱ(健康・

医療心理学)

心理学演習１１G 心理学演習１１G ※１

心理学演習１８G 心理学演習１８G ※１

17 福祉心理学 福祉心理学 ※２

18 教育・学校心理学 教育心理学 教育・学校心理学 教育・学校心理学

19 司法・犯罪心理学 犯罪心理学 司法・犯罪心理学
臨床心理学特論III（司

法・犯罪心理学）

20 産業・組織心理学
社会心理学特論I(産業・組

織心理学)
※３

21
人体の構造と機能及び

疾病
生理学 人体の構造と機能及び疾病 人体の構造と機能及び疾病 ※２

22 精神疾患とその治療 精神医学 精神疾患とその治療
臨床心理学特論I(精神疾

患とその治療)

23 関係行政論

24 心理演習 心理学演習１５(臨床技法２）
心理学演習１５(心理演

習）
※１ 公認心理師心理演習 ※３

25 心理実習 公認心理師心理実習 ※３

【注意事項】

・科目名に※１が記載されている科目は、文学部心理学コースの学生のみ履修することができます。

・科目名に※２が記載されている科目は、学部提供全学オープン科目です。1次登録で履修申請をしてください。

・科目名に※３が記載されている科目は、他学部提供科目です。3次登録で申請をしてください。

・網掛けの科目は、履修できません。

・履修方法に●の記載がある箇所は、合わせて2科目以上（14,15,24,25から2科目以上）。

・履修方法に★の記載がある箇所は、16の科目を含めてもよい（16,21,22から1科目でもよい）。

　ただし、その場合は、16～20で2科目以上ではなく、17～20で2科目以上となる。

法令上の科目名におい

て2科目以上●

【注意事項参照】

14 心理的アセスメント

法令上の科目名におい

て2科目以上●

【注意事項参照】

15 心理学的支援法

16 健康・医療心理学

法令上の科目名におい

て2科目以上

法令上の科目名におい

て1科目以上★

【注意事項参照】


