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『公認心理師になるための大学案内（仮題）』への 

原稿執筆のお願い 

 

2017年9月に公認心理師法が施行され、2018年度より公認心理師養成カリキュラ

ムが開始されたのを受け、同年8月に日本評論社より、雑誌〈こころの科学〉増刊号

『公認心理師養成大学・大学院ガイド』が刊行されました。公認心理師養成がスター

トしてから本年度で4年目となり、養成教育機関数（開講予定を含む）も 234機関（公

認心理師制度推進室，2021）と、大きく増えています。 

これに伴い、当連盟編集にて改めて、高校生向けに公認心理師養成機関の紹介を行

う号『公認心理師になるための大学案内――こころの専門家になろう！（仮題）』を同

誌で刊行することを企画しました。掲載される教育機関は、当連盟の正会員校となり

ます。なお、この企画については、当連盟理事会にて承認されております。 

つきましては、正会員校の皆さまに原稿執筆のお願いをさせていただきたく存じま

す。また、この郵送によるお願いと同じ書状を当連盟ホームページの「お知らせ」欄

にも掲載します。原稿作成にあたり、書式のWordファイルをご入用のかたは、そこ

から書式をダウンロードすることもできます。 

なお、今回のご依頼状の発送については、出版社から届けられた書面封入済の封筒

に、当連盟事務局にて宛名ラベルを貼って投函致しました。当連盟にご登録の大学名

や住所等の外部提供は行っていないことを付け加えさせていただきます。 

以上、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。 
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執筆をご担当される先生方へ 

 

謹 啓 

 時下ますますご清祥のことと拝察申し上げます。 

 このたびは、『公認心理師になるための大学案内（仮）』への執筆にご協力くださり、誠にありが

とうございます。本企画は、高校生がその将来の夢として「公認心理師」の存在を思い描いたとき

に、具体的な進路選択の一助となることを目的としております。また、それを見守る保護者や進路

指導担当教員などにとっても、ともに進路を考える材料として利用できるものを目指しております。 

 全体の構成は、前半パートを「公認心理師への道しるべ」とし、公認心理師についての必要最低

限の情報を、それぞれ見開きページで紹介するものを予定しております。後半パートは、「公認心理

師養成大学紹介」とし、各大学の基本情報、実習情報、進路情報等を一定のフォーマットに沿って

1ページにまとめて紹介するものになります。下記の目次をあわせてご確認ください。 

 「公認心理師養成大学紹介」の体裁については、事前にサンプル原稿を作成しましたので、そち

らをご参照ください（デザイン等は実物と異なります）。また、「執筆にあたっての留意事項」を記

載した用紙も別途同封されておりますので、ご確認くださると幸いです。 

 本企画は、大学を紹介するという企画の性質上、執筆に際しての原稿料は発生いたしません。本

企画の趣意をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願いいたします。ひとえにご担当者さまの

ご尽力に支えられて本企画が成り立つことに感謝申し上げます。 

 

 大変お手数をおかけいたしますが、事前に掲載校の概数を把握するため、執筆をご承諾いただけ

る旨を、10 月 8 日までに下記のメールアドレスにてお送りください。 

 お忙しいなか恐れ入りますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬 具 

［目 次］※構成やタイトルについては変更となることがあります。 

 本書の構成 

 Ⅰ 公認心理師への道しるべ 

 国家資格としての「公認心理師」 

 どんなお仕事をするの？ 

 公認心理師の働くすがた 

 公認心理師になるには 

 「実習」科目では何を勉強するの？ 

 公認心理師への準備をはじめよう！ 

Ⅱ 公認心理師養成大学紹介 

 凡例 

 各大学紹介ページ（会員 166 校） 

 分類別さくいん 

 公認心理師養成大学・大学院一覧 
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●特色：関東圏内の女子大学で唯一、心理学部が

設置されている。心理学部臨床心理学科の 1 学部

1 学科という構成である。プロフェッショナルモ

デル、ワークモデル、ライフモデルの 3 つの履修

モデルを参考に、幅広い分野に対応した科目を設

置している。公認心理師はもとより、多様な分野

で活躍できる人材の育成を目指す。 

●設置キャンパス：1･2 年次は新座キャンパスに

て学び、3･4 年次は文京キャンパスにて学ぶ。 

新座キャンパス：JR 武蔵野線新座駅より大学バス

約 7 分、文京キャンパス：地下鉄東京メトロ丸ノ

内線茗荷谷駅より徒歩約 2 分。 

●学科選択：1 学部 1 学科構成のため学科選択は

無い。 

●募集定員:120 名 

一
般
入
試 

Ａ日程（2022 年 1 月 30 日、31 日） 30 名 

Ｂ日程（2022 年 2 月 23 日） 10 名 

Ｃ日程（2022 年 3 月 7 日）  3 名 

＊共通テスト利用入試（Ⅰ～Ⅲ期）募集計 17 名 

●受験科目※最も募集定員の多い試験方式のみ記載 

≪一般入試 A 日程≫ 

①～③から 2 つを選択 

①国語、②英語、③日本史 or 世界史 or 数学 

●その他特記事項： 

 総合型選抜 3 月期を実施（3 月 7 日。若干名） 

●履修者数：履修人数制限なし。 例年、心理演習・

心理実習に関しては概ね 30 人前後が履修登録。 

●履修制限の有無：心理演習・心理実習の履修登

録には、履修要件としては指定 7 科目の単位取得。 

 

 

●「心理演習」の概要：公認心理師に必要な基本

的知識及び技能を修得する。役割演技（ロールプ

レイング）や事例検討を行いながら，心理に関す

る支援を要する者等に関する理解とニーズの把握

及び支援計画の作成と援助技能（コミュニケーシ

ョン，心理検査，心理面接，地域支援等）、多職種

連携・地域連携，職業倫理等について学ぶ。 

●「心理実習」の概要：心理実習 A(保健医療、福

祉分野)、心理実習 B(教育分野)を設置。心理実習

A では、精神科医療機関における 3 日間の体験実

習、保健施設では県立精神保健福祉センターでの

見学実習。心理実習 B では、学校や適応指導教室

での 10 日間の体験実習で、学校組織や学校現場、

心理支援に必要な関わりや姿勢について学ぶ。 

●「実習」科目学年配置表 

 3 年 4 年 

演習 心理演習 － 

実習 
心理実習 B － 

心理実習 A 

 

●学外実習施設数     ●担当教員数 

保健医療分野    6  教授   4(7)名 

福祉分野      1  准教授  4(4)名 

教育分野     19  専任講師 0(0)名 

司法・犯罪分野  0  非常勤講師 0(18)名 

産業・労働分野   0   

 

 

●大学院進学者数：概ね在籍者数の 10％～15％ 

●大学院での履修学生数：10～15 名 

●学内推薦：有り（4 名） 

●公認心理師試験合格者数：6 名(R 元年度現役修

了生) 

●就職先例：大学付属病院、総合病院、単科病院、

クリニック、スクールカウンセラー、教育相談セ

ンター、学生相談室、療育機関、児童相談所、児

童養護施設、公務員、など

 

跡見学園女子大学 

心理学部臨床心理学科 

                             実習情報 

                             進路情報 



執筆にあたっての留意事項 

 

 

・原稿の締切は、2021年 10月 31日です。高校生が進路選びに悩むであろう 1月中旬の刊行を目

指しておりますゆえ、短い期間でのご執筆にはなりますが、ご協力いただけると幸いです。締切は

厳守くださるようお願いいたします。 

・高校生が大学選びをする際に、各大学の特色や違いを検討しやすいものにするため、具体的かつ

平易な表現でのご執筆をお願いいたします。 

・体裁が決まっておりますので、各項目は以下の字数制限内に収めていただくようお願いいたしま

す。 

 

基本情報・右段 

●特色 

 22字×6行＋18字＝150字以内 

●設置キャンパス 

 22字×4行＋13字＝101字以内 

●学科選択 

 22字×2行＋16字＝60字以内 

※「特色」「設置キャンパス」「学科選択」を合わせて 300字以内 

 

基本情報・左段 

●募集定員 

・学科の募集定員と一般入試の日程、募集人数を表として記載 

 欄外には、その他の入試形態も記載可 

●受験科目 

・最も募集人数の多い受験方式のみを記載 

●その他特記事項 

・その他に特殊な受験方法などあれば記載。 

●履修者数 

・学科全体における公認心理師養成科目の履修者数と割合を記載。 

●履修制限の有無 

・公認心理師養成科目の履修制限、あるいは実習科目の履修制限を記載。 

・有りの場合その制限を記載。 

※「募集定員」「受験科目」「その他特記事項」「履修者数」「履修制限の有無」を合わせて 15行に収

める。 

 

 



実習情報・右段 

●「心理演習」の概要 

 22字×6＋11＝143字以内 

●「心理実習」の概要 

 22字×6＋11＝143字以内 

●「実習」科目学年配置表 

・演習科目と実習科目の履修（可能）時期について図示。 

●学外実習施設数 

・学部で行われる学外実習施設を分野ごとに表で記載。 

●担当教員数 

・（ ）外に実習担当教員数を、（ ）内に学部全体の公認心理師養成カリキュラム全体の教員数を記

載。 

 

【公認心理師養成大学院が設置されている場合】 

進路情報・左段 

●大学院進学者数 

・他大学を含めた、学部から公認心理師養成を行っている大学院への進学者数を記載。 

●大学院での履修学生数 

・大学院における公認心理師養成カリキュラムの履修生数を記載。 

●学内推薦 

・有無を記載。有りであれば（ ）内に枠数を記載。 

●公認心理師試験合格者数 

・大学院に所属される方の合格者数を記載。 

 

進路情報・右段 

●就職先例 

 

 

【公認心理師養成大学院が設置されていない場合】 

●他大学院への進学者数 

・他大学を含めた、学部から公認心理師養成を行っている大学院への進学者数を記載。 

※掲載項目が少ないぶん紙幅に余裕ができますので、上段の基本情報、あるいは中段の実習情報に

て調節いただけます。 

 


