
資料－1

公認心理師受験資格のための科目読み替え表

（平成２７年度教育課程 ２０１５～２０１７年度入学）

公認心理師受験資格のための科目読み替えは、「必要な科目」1科目に対して、本学の読み替

え科目 1 科目の修得を以って可とする。
「公認心理師法附則第２条第１項第１号から第４号までに規定する公認心理師になるため

に必要な科目の取扱いについて」（別表１）大学における必要な科目

（平成 29 年 9 月 15 日。29 文科初第 881 号、障発 0915 第 9 号）

本学の読み替え科目

（平成２７年度教育課程）

Ⅰ
Ⅰ（１～５）については、３科目

以上を履修する。

１ 心理学概論 心理学概論【総論】（必）

２ 臨床心理学概論 臨床心理学【総論】

３ 心理学研究法 実験計画法【各論】

４ 心理学統計法 心理統計【研究入門】（必）

５ 心理学実験 心理学基礎実験【実習】（必）

Ⅱ
Ⅱ（６～12）については、４科目

以上を履修する。

６ 知覚・認知心理学 認知心理学【総論】

７ 学習・言語心理学
人間の行動【総論】（必）

言語心理学【各論】

８ 感情・人格心理学
人格心理学【各論】

パーソナリティを考える【全学・社会人形成】

９ 神経・生理心理学 生理心理学【各論】

10 社会・集団・家族心理学

社会心理学【総論】

コミュニティ心理学【全学・共通専門】

家族心理学【全学・共通専門】

11 発達心理学 発達心理学【総論】

12 障害者・障害児心理学

障害児（者）の心理と行動【各論】

知的障害の心理と指導援助【各論】

LD,ADHD の心理と指導援助【各論】

Ⅲ

Ⅲ（13、14、23 及び 24）につい

ては、２科目以上を履修する。た

だし、24 については施設の分野

及び時間を問わない。

13 心理的アセスメント

心理査定法【特殊演習】

健康心理アセスメント【各論】

心理教育的アセスメント【各論】

14 心理学的支援法
カウンセリング心理学【各論】

健康心理カウンセリング【各論】

23 心理演習

臨床心理学演習ⅠＡ【演習】（必）

臨床心理学演習ⅠＢ【演習】（必）

臨床心理学演習ⅡＡ【演習】（必）

臨床心理学演習ⅡＢ【演習】（必）

24 心理実習（８０時間以上）

心理学臨地実習Ａ【実習】（選必）

心理学臨地実習Ｂ【実習】（選必）

カウンセリング実習Ａ【実習】（選必）

カウンセリング実習Ｂ【実習】（選必）

Ⅳ

Ⅳ（15～19）については、２科目

以上を履修する。

＊：15 をⅤ（20 又は 21）として

履修した場合は、16～19 までの

うち２科目以上を履修する。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学【各論】

医療・看護の心理学【各論】

心身医学【各論】

16 福祉心理学 精神保健福祉論【各論】

17 教育・学校心理学

学校心理学概論【総論】（必）

教育心理学【総論】（必）

学校臨床心理学【各論】

18 司法・犯罪心理学 犯罪心理学【各論】

19 産業・組織心理学

産業心理学【各論】

産業カウンセリング【各論】

職場のメンタルヘルス【各論】

Ⅴ

Ⅴ（20 又は 21）については、１

科目以上履修する。

＊：なお、15 を履修した場合は、

20 又は 21 を履修したこととみな

す。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学【各論】

医療・看護の心理学【各論】

心身医学【各論】

20 人体の構造と機能及び疾病 医学概論【総論】

21 精神疾患とその治療 精神医学【各論】

（平成２７年度教育課程）



資料－2

公認心理師受験資格のための科目読み替え表

（平成２２年度教育課程　２０１０～２０１４年度入学）

公認心理師受験資格のための科目読み替えは、「必要な科目」1科目に対して、本学の読み替

え科目 1 科目の修得を以って可とする。
「公認心理師法附則第２条第１項第１号から第４号までに規定する公認心理師になるため

に必要な科目の取扱いについて」（別表１）大学における必要な科目

（平成 29 年 9 月 15 日。29 文科初第 881 号、障発 0915 第 9 号）

本学の読み替え科目

（平成２２年度教育課程）

Ⅰ
Ⅰ（１～５）については、３科目

以上を履修する。

１ 心理学概論 心理学概論【総論】（必）

２ 臨床心理学概論 臨床心理学【総論】

３ 心理学研究法 実験計画法【各論】

４ 心理学統計法 心理統計【研究入門】（必）

５ 心理学実験 心理学基礎実験【実習】（必）

Ⅱ
Ⅱ（６～12）については、４科目

以上を履修する。

６ 知覚・認知心理学 認知心理学【総論】

７ 学習・言語心理学
人間の行動【総論】（必）

言語心理学【各論】

８ 感情・人格心理学
人格心理学【各論】

パーソナリティを考える【全学・応用実践】

９ 神経・生理心理学 生理心理学【各論】

10 社会・集団・家族心理学

社会心理学【総論】

コミュニティ心理学【全学・人文・社会共通専

門】

家族心理学【全学・人文・社会共通専門】

11 発達心理学 発達心理学【総論】

12 障害者・障害児心理学

障害児（者）の心理と行動【各論】

知的障害の心理と指導援助【各論】

LD,ADHD の心理と指導援助【各論】

Ⅲ

Ⅲ（13、14、23 及び 24）につい

ては、２科目以上を履修する。た

だし、24 については施設の分野

及び時間を問わない。

13 心理的アセスメント

心理査定法【特殊演習】

健康心理アセスメント【各論】

心理教育的アセスメント【各論】

14 心理学的支援法
カウンセリング心理学【各論】

健康心理カウンセリング【各論】

23 心理演習
臨床心理学演習Ⅰ【演習】（必）

臨床心理学演習Ⅱ【演習】（必）

24 心理実習（８０時間以上）
心理学臨地実習【実習】

カウンセリング実習【実習】（必）

Ⅳ

Ⅳ（15～19）については、２科目

以上を履修する。

＊：15 をⅤ（20 又は 21）として

履修した場合は、16～19 までの

うち２科目以上を履修する。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学【各論】

医療・看護の心理学【各論】

心身医学【各論】

16 福祉心理学 精神保健福祉論【各論】

17 教育・学校心理学
学校心理学概論【総論】（必）

学校臨床心理学【各論】

18 司法・犯罪心理学 犯罪心理学【各論】

19 産業・組織心理学

産業心理学【各論】

産業カウンセリング【各論】

職場のメンタルヘルス【各論】

Ⅴ

Ⅴ（20 又は 21）については、

１科目以上履修する。

＊：15 を履修した場合は、20 又

は 21 を履修したこととみなす。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学【各論】

医療・看護の心理学【各論】

心身医学【各論】

20 人体の構造と機能及び疾病 医学概論【総論】

21 精神疾患とその治療 精神医学【各論】

（平成２２年度教育課程）
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公認心理師受験資格のための科目読み替え表

（平成１８年度教育課程　２００６～２００９年度入学）

公認心理師受験資格のための科目読み替えは、「必要な科目」1科目に対して、本学の読み替

え科目 1 科目の修得を以って可とする。
「公認心理師法附則第２条第１項第１号から第４号までに規定する公認心理師になるため

に必要な科目の取扱いについて」（別表１）大学における必要な科目

（平成 29 年 9 月 15 日。29 文科初第 881 号、障発 0915 第 9 号）

本学の読み替え科目

（平成１８年度教育課程）

Ⅰ
Ⅰ（１～５）については、３科目

以上を履修する。

１ 心理学概論 心理学概論【総論】（必）

２ 臨床心理学概論 臨床心理学【総論】

３ 心理学研究法 実験計画法【各論】

４ 心理学統計法 心理統計【研究入門】（必）

５ 心理学実験 心理学基礎実験【実習】（必）

Ⅱ
Ⅱ（６～12）については、４科目

以上を履修する。

６ 知覚・認知心理学 認知心理学【総論】

７ 学習・言語心理学
人間の行動【総論】（必）

言語心理学【各論】

８ 感情・人格心理学
人格心理学【各論】

パーソナリティを考える【全学・応用実践】

９ 神経・生理心理学 生理心理学【各論】

10 社会・集団・家族心理学

社会心理学【総論】

コミュニティ心理学【全学・人文・社会共通専門】

家族心理学【全学・人文・7 社会共通専門】

11 発達心理学 発達心理学【総論】

12 障害者・障害児心理学

障害者の心理と行動【各論】

知的障害の心理と指導援助【各論】

LD,ADHD の心理と指導援助【各論】

Ⅲ

Ⅲ（13、14、23 及び 24）につい

ては、２科目以上を履修する。た

だし、24 については施設の分野

及び時間を問わない。

13 心理的アセスメント

心理査定法【特殊演習】

健康心理アセスメント【各論】

心理教育的アセスメント【各論】

14 心理学的支援法
カウンセリング心理学【各論】

健康心理カウンセリング【各論】

23 心理演習
臨床心理学演習Ⅰ【演習】（必）

臨床心理学演習Ⅱ【演習】（必）

24 心理実習（８０時間以上）
心理学臨地実習【実習】

カウンセリング実習【実習】（必）

Ⅳ

Ⅳ（15～19）については、２科目

以上を履修する。

＊：15 をⅤ（20 又は 21）として

履修した場合は、16～19 までの

うち２科目以上を履修する。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学【各論】

医療・看護の心理学【各論】

心身医学【各論】

16 福祉心理学 精神保健福祉論【各論】

17 教育・学校心理学

学校心理学概論【総論】（必）

教育心理学【総論】（必）

学校臨床心理学【各論】

18 司法・犯罪心理学 犯罪心理学【各論】

19 産業・組織心理学 産業心理学【各論】

Ⅴ

Ⅴ（20 又は 21）については、

１科目以上履修する。

＊：15 を履修した場合は、20 又

は 21 を履修したこととみなす。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学【各論】

医療・看護の心理学【各論】

心身医学【各論】

20 人体の構造と機能及び疾病 医学概論【総論】

21 精神疾患とその治療 精神医学【各論】

（平成１８年度教育課程）
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公認心理師受験資格のための科目読み替え表

（平成１４年度教育課程　２００２～２００５年度入学）

公認心理師受験資格のための科目読み替えは、「必要な科目」1科目に対して、本学の読み替

え科目 1 科目の修得を以って可とする。
「公認心理師法附則第２条第１項第１号から第４号までに規定する公認心理師になるため

に必要な科目の取扱いについて」（別表１）大学における必要な科目

（平成 29 年 9 月 15 日。29 文科初第 881 号、障発 0915 第 9 号）

本学の読み替え科目

（平成１４年度教育課程）

Ⅰ
Ⅰ（１～５）については、３科目

以上を履修する。

１ 心理学概論 心理学概論Ⅰ（必）、心理学概論Ⅱ（必）

２ 臨床心理学概論 臨床心理学（必）

３ 心理学研究法 実験調査計画法（必）

４ 心理学統計法 心理統計法（必）

５ 心理学実験
心理学基礎実験Ⅰ（必）

心理学基礎実験Ⅱ（必）

Ⅱ
Ⅱ（６～12）については、４科目

以上を履修する。

６ 知覚・認知心理学 認知心理学

７ 学習・言語心理学

人間の行動Ⅰ（必）

人間の行動Ⅱ（必）

言語心理学

８ 感情・人格心理学
人格心理学

パーソナリティを考える【全学・応用実践】

９ 神経・生理心理学 生理心理学

10 社会・集団・家族心理学

社会心理学

家族心理学

コミュニティ心理学

11 発達心理学
発達心理学Ⅰ、発達心理学Ⅱ

発達心理学Ⅲ

12 障害者・障害児心理学

障害者の心理と行動

知的障害の心理と指導援助

LD,ADHD の心理と指導援助

Ⅲ

Ⅲ（13、14、23 及び 24）につい

ては、２科目以上を履修する。た

だし、24 については施設の分野

及び時間を問わない。

13 心理的アセスメント

心理教育的アセスメント法Ⅰ

心理教育的アセスメント法Ⅱ

健康心理アセスメント概論

14 心理学的支援法

カウンセリング心理学

教育相談及びカウンセリング

健康心理カウンセリング

23 心理演習
心理療法演習Ⅰ、心理療法演習Ⅱ

心理療法演習Ⅲ、心理療法演習Ⅳ

24 心理実習（８０時間以上）
カウンセリング実習Ⅰ

カウンセリング実習Ⅱ（必）

Ⅳ

Ⅳ（15～19）については、２科目

以上を履修する。

＊：15 をⅤ（20 又は 21）として

履修した場合は、16～19 までの

うち２科目以上を履修する。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学

医療・看護の心理学

心身医学概論

16 福祉心理学 精神保健福祉論

17 教育・学校心理学

学校心理学概論Ⅰ（必）

学校心理学概論Ⅱ

教育心理学（必）

18 司法・犯罪心理学 犯罪心理学

19 産業・組織心理学 産業心理学

Ⅴ

Ⅴ（20 又は 21）については、

１科目以上履修する。

＊：15 を履修した場合は、20 又

は 21 を履修したこととみなす。

15＊ 健康・医療心理学

健康心理学

医療・看護の心理学

心身医学概論

20 人体の構造と機能及び疾病 医学概論

21 精神疾患とその治療 精神医学概論

（平成１４年度教育課程）


