
2021年

茨城キリスト教大学
大学院進学説明会

生活科学研究科心理学専攻



大学院進学説明会の内容

1．心理学専攻の開設について
2．心理学専攻の概要について
3．取得可能な資格について
4．令和4年度(2022年度)入学希望者へ
のお知らせ

5.  その他



1．心理学専攻の開設について

令和2年(2020年)4月に

茨城キリスト教大学大学院

生活科学研究科 心理学専攻

として開設されました。



心理学専攻の開設にあたって

教育の目的として掲げる

心理に関する高度専門職業人として

人間の発達と心の健康の保持増進に

実践応用力をもって寄与する人材像を

具現化するために、心理に関する国家資格である

公認心理師の養成を含む教育課程を開設しました。



2．心理学専攻の概要について

入学定員・収容定員

研究科 専攻 入学
定員

収容
定員

生活科学研究科
（修士課程）

心理学専攻 5名 10名



２．心理学専攻の概要について

特性(1) 3つの科目群から構成された教育課程

特性(2) 幅広い専門領域にわたる教員を配置

特性(3) 少人数による指導体制および

積極的なアクティブ・ラーニングの活用

特性(4) きめ細かなカリキュラムの設定



特性(1)

3つの科目群から構成された教育課程

「基礎科目」群

「応用科目」群

「実習科目」群

⇒これらの科目群の学修を通して心
理専門職としての基本的態度を育成
します。



特性(1)

3つの科目群から構成された教育課程

「基礎科目」群とは

人間の心身の健康に関する科学
的・専門的知識を深めるための根
幹となる科目を配置

たとえば「生活科学研究法」「心
理学特論A」など



特性(1)

3つの科目群から構成された教育課程

「応用科目」群とは
心理学の理論と技能との積極的かつ有
機的な関連づけを図るための講義及び
演習科目を配置

たとえば「保健医療分野に関する理論
と支援の展開」「心理支援に関する理
論と実践」など



特性(1)

3つの科目群から構成された教育課程

「実習科目」群とは

学内実習と学外実習を含む実習科目を
配置し、心理的支援が展開されている
各分野における実習体験を段階的に経
ることを通して心理学に関する知識と
技能の融合と定着、向上を図る。



学内実習
学内施設(カウンセリング子育て支援センター)

での実践・陪席、カンファレンス、講義

実践・陪席：

①地域に開かれた「カウンセリング研究室」での

電話対応、検査や面接およびその陪席

②子育て支援施設「アンネローゼ」の親子教室での活動

と地域支援活動

カンファレンス：上記の実践活動に関する事例検討

講義：実習全般や上記の実践活動に関しての事前事後指導



学外実習
学外施設での見学・講義・実践

見学：施設の見学

講義：施設職員による講義

実践：施設利用者とのコミュニケーション

施設職員によるカンファレンスへの参加

施設における心理的支援に関する諸活動への参加

実習先施設（例）：

病院・精神保健福祉センター

福祉施設（児童領域・障害領域）

高等学校（通信制高校を含む）・適応指導教室

司法関連諸機関



「実習科目」群
「学内実習」先：

カウンセリング子育て支援センター

「学外実習」先：

茨城県立こころの医療センター、

社会福祉法人 梅の里、 水戸少年鑑別所など

⇒保健医療、福祉、教育、司法・犯罪等の分野に
関する心理実践実習を通して公認心理師に必要な
知識・技能の基礎的理解を得ることを目的としま
す。



特性(2) 

幅広い専門領域にわたる教員配置

＊その他、他学科兼任講師、非常勤講師にも院生教育に携わっていただいています。

氏名 専門領域

望月 珠美 障害心理学、障害児・者およびその家族に対する支援

青木 万里 臨床心理学、カウンセリング、森田療法、心理教育

岩﨑 眞和 臨床心理学、発達心理学、健康・医療心理学

國見 充展 認知心理学、認知神経科学

黒澤 泰 臨床心理学、臨床社会心理学

櫻井 由美子 カウンセリング、臨床心理学、こころの発達



特性(3) 少人数による指導体制および
積極的なアクティブ・ラーニングの活用

 1学年につき定員5名の大学院生に対し、教員6名
の充実した指導体制

⇒一人ひとりに目が行き届く丁寧な指導と

大学院生と教員間の人間的なかかわりを

大切にした対話型の学習が特徴です。

アクティブ・ラーニングをすべての講義、演習、
実習、研究活動に積極的に活用

⇒大学院生が主体的かつ能動的に学習する態度を
形成します。



特性(4) 

きめ細かなカリキュラムの設定
履修要件：履修すべき単位は30単位以上

必修科目：「心理学課題研究Ⅰ～Ⅳ」 8単位

⇒＜修士論文＞の完成を目指す

●修士課程を修了するためには、大学院に2年以上在学
し、所定の単位(30単位以上)を修得し、かつ修士論文
を作成し、審査に合格しなければならない。



特性(4) 

きめ細かなカリキュラムの設定

修業年限について

修業年限は2年だが、長期履修制度利用
の場合は3年。

最長は4年在籍が可能。

⇒履修生の個々のニーズに応じた多様な
学びを支援。



3．取得可能な資格について

公認心理師の育成

本専攻はキリスト教精神のもと、

心理に関する学びを活かして対人支援に臨む

人材育成に重きを置いており、

その具体として「公認心理師」の養成教育を含む

課程であることが特徴です。



3．取得可能な資格について

公認心理師 国家試験 受験資格を

取得するための条件：

学部教育課程において公認心理師必須科目を修め
ていること

大学院にて公認心理師法及びその関連省令によっ
て指定された科目を修めること

⇒修士課程修了と同時に公認心理師 国家試験 受験
資格を取得することが可能。



公認心理師法で定められた公認心理師の
行う業務について

 公認心理師とは、公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を
用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専
門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をい
います。

（1）心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析

（2）心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び

助言、指導その他の援助

（3）心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導

その他の援助

（4）心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供

*厚生労働省のHPより



4．令和4年度(2022年度)入学希望者
へのお知らせ

令和4年度(2022年度)入学試験日程

心理学専攻の入学者受け入れ方針

(アドミッション・ポリシー)

2021年度入学生の履修モデル

2021年度「心理実践実習Ⅰ」の概要

事前相談の申込について



(1) 令和4年度(2022年度)入学試験日程

Ⅰ期 Ⅱ期

出願
期間

2021年9月28日(火)

～10月7日(木)

2022年2月10日(木)

～2月25日(金)

試験日 10月16日(土) 3月5日(土)

合格
発表日

10月23日(土) 3月11日(金)

＊Ⅰ期に出願を希望される方は、2021年9月27日(月)までに事前相談が必要です。
＊Ⅱ期に出願を希望される方は、2022年2月9日(水)までに事前相談が必要です。



(2) 入学者受け入れ方針
(アドミッション・ポリシー)

 ＜建学理念＞

 自らの意思に基づいて心理学に関する専門的知識と技能を
もって地域社会と国際社会に貢献することを信条とする実践
的ボランタリズムを有しており、本専攻における学修によっ
てそのさらなる深化が期待できる人。

 キリスト教精神における公正性の理解に努め、今後の人生に
おいて公正であることに努めようとする意志とともに、専門
的・職業的倫理を遵守し自らを覚え知り成長してゆくことに
対して主体的に臨もうとする態度を有している人。



(2) 入学者受け入れ方針
(アドミッション・ポリシー)

＜学力の3要素＞

本専攻で学修するために、事前に必要となる心
理学に関する基礎的知識および技能を入学まで
の学びにおいて身につけている人。

本専攻で学修するために、事前に必要となる心
理学に関する思考力、判断力、表現力を入学ま
での学びや活動によって身につけている人。

学修に主体的に取り組む態度を有している人。



(3) 2021年度入学生の履修モデル

月 火 水 木 金

1限 教育分野に関す
る理論と支援の
展開

2限 心理実践実習I 心理実践課題研
究I a

福祉分野に関す
る理論と支援の
展開

3限 心理実践実習I

4限 心理的アセスメ
ントに関する理
論と実践

心理支援に関す
る理論と実践I

5限

実習科目として、心理実践実習Iと心理実践実習II



(4) 2021年度「心理実践実習Ⅰ」
(内容の一部紹介)

 学習内容

 講義：心理臨床についての基本事項、カウンセリング子育て支援センター

における心理支援、学外実習に関する事前・事後学習

 カンファレンス：カウンセリング子育て支援センター及び学外実習機関等

におけるケースに関するカンファレンス

 実践：カウンセリング子育て支援センターにおける地域支援活動への参加

 学外実習

 水戸市総合教育研究所 水戸市適応指導教室 うめの香ひろば見学・講義、

その他………



(5) 事前相談の申込について

出願希望の方は、出願期間前に事前相談が必要で
す。

Ⅰ期の事前相談は、2021年9月27日(月)までにお願
いいたします。

Ⅱ期の事前相談は、2022年2月9日(水)までにお願
いいたします。

申込方法は、入試広報部に直接ご連絡ください。



5. その他

「多様なメディアをつかった授業展開」
ICTによる遠隔授業をはじめ学習者のニーズに
応じて柔軟な授業展開(e.g. Microsoft Teamsの活用)
を図ります。

「コロナ対策」
三密(密閉、密集、密接)を避け、常時マスク着用して
います。学生は一定のソーシャルディスタンスを確保
しています、必要に応じてアクリル板を設置。換気を
十分に行い、安全な教室環境を整備しています。



皆さまとキャンパスで
お会いできる日を心待ちにしております

＊写真は茨城キリスト教大学内礼拝堂 キアラ館


