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こころを学び
社会を支える
人になる

時代は目まぐるしい変化を遂げ、社会も人々の価値観も多様化しました。

いまを生きる私たちにとって、こころが関わる問題は身近なものとなっています。

明治学院大学心理学部は、学部として心理学を専門的に探究する場所。

そして、教育理念である「こころを探り、人を支える」には、

学問として心理学を追究することだけにとどまらず、

その学びを人に、社会に活かしていこうという想いが込められています。

本学部でこころを学ぶことで、自分の未来を実現させるとともに、

社会でまわりの人を支えられる、そんな力を身につけてください。

国内トップクラスの教員数だから

心理学の領域を
幅広く学べる

〉〉 04

基礎心理学領域から臨床心理学領域まで

講義と実験・実習を結びつけ
体験的に学習できる

〉〉 05

心理学の観点から

現代が抱える課題と向き合う
力が身につく

〉〉 07

一般企業・大学院進学・心理専門職・公務員など

社会のニーズに合わせて
多方面での活躍が可能

〉〉 09

高度な学びを
可能にする

充実した
施設環境

学生の能力を
最大限に引き出す

サポート
体制

〉〉 21〉〉 19

心理学・教育学・障害科学

 3領域を融合した学びが
多角的な子ども支援を実現

〉〉 12

循環型教育システムの

理論と実践の繰り返しが
深い理解につながる

〉〉 13

3コースの専門的な学びで

子どもに関わる課題を
改善に導く

〉〉 15

教育現場から一般企業まで

身につけた支援力で
社会に幅広く貢献できる

〉〉 17
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＊本誌に掲載されている情報は、冊子発行時点の情報です（2020年 3月27日）。
   教員につきましては、2020年 4月1日の所属情報を掲載しております。



 杉山恵理子
 教授

 グループアプローチ

 ● 
こころの悩みをもつ

 人々の理解とその援助
 
● 
集団を用いた

 臨床心理学的支援

 ● 
地域精神保健福祉活動

 の活性化

 金城  光
 教授

 
認知心理学

 ● 
認知機能の働きと

 自己評価との関係

 ● 
認知機能が一生にわたって

 どのように変化していくのか

 ● 
日常生活における

 視線の働きについて
 花田安弘
 教授

 
 生理心理学
 ● 海馬シータ波と学習記憶
 ● 行動や脳の性差

 ● 
妊娠中のストレスの

 胎児への影響

 野末武義
 教授

 

 家族心理学

 ● 
家族療法と

 個人療法の統合

 ● 
夫婦・カップル関係の

 理解と援助

 ● 
アサーション（自己表現）

 トレーニング
 金沢吉展
 教授

 健康心理学

 ● 
身体疾患をもつ

 人々に対する心理的援助

 ● 
心理士の

 発達・教育訓練

 ● 
心理療法の

 プロセスと効果

 伊藤  拓
 教授

 学校心理学

 ● 
学校場面での効果的な

 心理療法の研究と実践

 ● 
こころの不健康の

 予防のための心理学

 ● 
対話による

 効果的な心理療法
 清水良三
 教授

 心理臨床動作学

 
●

 
動作を用いた

 非言語的心理療法や
 ストレスマネジメント

 ● 
障害者と家族の

 心理臨床

 ● 
動作発達と

 自己の発達の関連

 森本浩志
 准教授

 行動臨床心理学

 ● 
認知症高齢者の

 家族介護者の支援

 
●

 
成人の心理社会的

 問題に対する行動療法・
 認知行動療法

 ● 
心理的ストレスの

 メカニズムとそのマネジメント

 滑川瑞穂　
 専任講師

 臨床心理アセスメント

 ● 
心理検査や面接による

 クライエント理解と心理支援

 ● 
投映描画法による

 抑うつの理解

 ● 
精神障害における

 認知機能の理解

 平子雪乃　
 助教 

 医療心理学

 ● 
ストレスに関連した身体症状

 に対する心理的支援

 ● 
身体疾患をもつ人々への

 認知行動療法

 ● 
多職種連携による

 チーム医療

臨床心理学領域

基礎心理学領域

認知・生理・社会・産業・教育・臨床など、多様な専門領域をもつ専任教員が直接指導。

科学的にこころを探究する基礎心理学領域から、実践的な支援方法を学ぶ臨床心理学領域まで、幅広く学んでから

興味を絞ることが可能です。心理学科は国家資格である「公認心理師」養成カリキュラムに完全対応しています。

国内トップクラスの教員数だから

心理学の領域を
幅広く学べる

全国でも数少ない心理学部にある心理学科として、

幅広い領域を含む専門性の高い学びを展開しています。

“人と社会との関わりを重視した心理学”を特徴とし、

こころのメカニズムを解明するための知識や科学的手法、

論理的思考力を身につけるとともに、複雑化する

現代社会に活かしていける実践力を身につけます。

 Departm
ent of Psychology

心
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学

科
 田中知恵
 教授

 産業・組織心理学

 ● 
感情状態が

 社会的情報処理に
 及ぼす影響

 ● 
感情制御過程の

 自動性に関する検討

 ● 
消費者心理における

 感情の役割

 川端一光 
 准教授

 教育心理学・心理統計学

 ● 
教育領域での

 心理学諸理論の活用

 ● 
心理的な数理モデルの

 開発と活用
 ●

 データ解析と調査実施技能

 宮本聡介
 教授

 社会心理学

 ● 
自己・他者・集団の

 認知について

 ● 
コミュニケーションが

 自己・他者・集団に
 及ぼす影響

 ● 
よりよい人間関係を

 つくり上げるための
 理論と実践

03 04 教員について、さらに詳しい情報は 〉〉

 西園マーハ文
 教授

 精神医学

 ● 
摂食障害の病理研究と

 援助法の開発

 ● 
地域における

 産後メンタルヘルス

 ● 
メンタルヘルス領域の

 多職種アプローチ

 野村信威
 准教授

 生涯発達心理学

 ● 
高齢者に対する

 回想法の
 心理的意義の検討

 ● 
生涯発達的観点からの

 回想行為の検討

 ● 
語り（ナラティブ）の

 質的検討



最新の機器を用いた実験、質問紙の作成、心
理テストの実習、カウンセリング場面のロールプ
レイなど、実践的な学びを積み重ねて、社会で
役立つスキルを獲得します。

体験を通して
実践的なスキルを習得

実験･実習

講義で学んだ知識は、実験や実習による体験学習を通して、

社会や大学院で活かせる実践的なスキルの習得へとつながります。

心理学科では体験学習を重視し、基礎心理学領域から

臨床心理学領域まで多様な実験・実習科目を配置しています。

さらに本学では心理職唯一の国家試験受験資格が取得可能に。

公認心理師のカリキュラムに対応した科目を履修することが

できます。

基礎心理学領域から臨床心理学領域まで

講義と実験・実習を結びつけ
体験的に学習できる

1･2年次は基礎科目を中心に心理学への理
解を深め、科学的論理的思考を身につけます。
3･4年次は、社会心理学、臨床心理学、精神
医学など幅広い領域の専門科目を学びます。

講  義

心理学の基礎から専門まで
確かな知識を身につける

心理学科 学びのPOINT

05 06 学びについて、さらに詳しい情報は 〉〉

「臨床心理実習」では、カウンセリングのロールプレイングを行いました。ク
ライアントが考えを整理しながら話せるように促す、相手の思いに共感す
るなど、講義で学んだ手法を確実なものにできたと思います。授業を重
ねるうちに、臨床だけでなく教育や社会の分野でも、認知行動療法が関
わっている点に興味を持ちました。いまは論文の考察やディスカッション
を通して、人の行動と思考の関係について理解を深め、悩みにどう対応
していくかについて、ゼミで研究を進めています。将来は直接人と関われ
る仕事に就き、相手の気持ちをくみ取りながら、共に行動できる存在にな
りたいです。

人の心の動きを理解し、
社会で役立つ力を身につける

心理学科　谷ヶ崎 瞳  YAGASAKI, Hitomi

4つの履修モデルで
    目標に合わせて学修ができる

「企業・ビジネス」、「公認心理師・臨床心理
士」、「公務員・教員」、「研究者」の履修モデ
ルで、一人ひとりに合った学修が可能です。

3
       専門的な英語力強化で　　
   最新の研究情報をキャッチ

2年次の「心理学英語講読」では、心理
学のさまざまな研究を学びながら、英語論
文を読みこなす力を身につけていきます。

2
徹底した少人数教育で

   確かなスキルが身につく

1年次の基礎演習1をはじめ、4年間を通して少
人数教育を重視。教員のきめ細かい指導とサ
ポートの下で、実践的に心理学を学べます。

1

公認心理師資格取得ルート

公認心理師の資格を取得するにはカリキュラ
ムに対応した大学の学部を卒業後、大学院
に進学し必要な科目を履修し国家試験を受験
するか、カリキュラムに対応した学部を卒業後、
特定の施設で2年以上の実務経験を積み、研
修を受ける必要があります。明治学院大学心
理学部心理学科、大学院心理学研究科心理
学専攻はこのカリキュラムに対応しています。

公
認
心
理
師

学部

学部

必要な科目を
履修

必要な科目を
履修

大学院

必要な科目を
履修

実務経験

特定の施設で
2年以上の実務・研修

公認心理師
国家試験  合格

公認心理師
国家試験  合格

A

B

TOPICS

「公認心理師」国家試験受験資格が取得できるようになりました
「公認心理師」とは、「公認心理師法」（2017年9月15日施行）によって 定められた日本で初めての心理職の国家資格です。公認心理師資
格取得者には、国民のための『こころの健康』に関わる専門家として、 保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働分野などのさまざ
まな場面で、関連する他職種との連携・協力のもと、専門的かつ多様な活躍が期待されています。



現代社会で表面化しているさまざまな問題には、

人と人とのつながりやこころのあり方が関連していると考えられます。

心理学科では、心理学の観点から現代社会の問題を

解決する方法を探究しています。

心理学の観点から

現代が抱える課題と向き合う
力が身につく

新たな 社 会 の 課 題 と 向 き 合 う

将来は日韓関係の仕事に就きたいと思い、異
文化間心理学を中心に学んでいます。円滑な
コミュニケーションに必要なこと、外国人と日本
人の考え方の違いを学ぶことで、価値観の違
いに気づくこともできました。3年次は韓国に留
学するので、帰国後は両国の行動心理学の
違いを分析し、今後に役立てていきたいです。

背景に歴史認識問題が横たわる日韓関係の悪化。
政治的な面だけでなく、国民感情の対立が止まらな
いことが問題となっている。

心理学科2年　渡邉徳香
 WATANABE,Norika

異文化間心理学を通じて他国を知る

07 08

ゼミでは、認知心理学の分野で視線について
研究しています。視線の移動回数が多い人
は、うつ病になりづらいことがデータとして報告
されているため、視線移動を取り入れたカウン
セリングを行うことで、発病を防ぐことができな
いか、実験しています。今後は大学院へ進学し、
より具体的な方法を見つけていく予定です。

視線を取り入れた治療法を研究

うつ病を極めて重要な健康問題としてとらえ、早期
発見を目指し、うつ病にかかったときの治療や社会
的支援にわたる対策を進めている。

心理学科3年 吉田みなみ
 YOSHIDA,Minami

ゼミでは精神疾患に関する学びを深め、当事
者の方 と々接することで、多くの気づきを得て
います。本学科での実践的な経験から、精神
障害者雇用を取り巻く問題は、就労支援な
どの環境づくりとともに、“偏見の目”を改善す
る必要性を強く実感。将来は特に地方での
支援や改善に取り組みたいと考えています。

精神障害者雇用の義務化により、共生社会の実
現に向けて、行政や地域、民間企業などによる一体
的な取り組みが求められている。

心理学科4年 及川由真 
 OIKAWA, Yuma

体験から気づきへ。問題の本質へ

身体疾患をもつ人や家族にとって、心理面で
のサポートはとても重要な役割をもっていま
す。悩みを抱える人たちにどのような心理的ケ
アを行うのか。ゼミではそれぞれの症状に応じ
たアプローチ方法を学んでいます。心のケア
の専門家として、一人ひとりに寄り添える臨
床心理士を目指しています。

心をケアする心理的アプローチとは

近年、医療現場は患者の「治療」を行う場から心
理社会的支援を含んだ「ケア」の場へと視野を広げ
ている。

大学院1年 桑名陽平 
 KUWANA, Youhei

社会の変化に伴って、家族関係も急速に変わってきています。増え続
ける虐待、不登校など子どもをめぐるさまざまな問題、そして、結婚や夫
婦関係に関わる問題は、誰にとっても身近な問題になってきました。長
らく心理学は個人に焦点を当てた研究や実践を行ってきましたが、今
日では、親子・夫婦・家族全体を対象とした心理学的研究や臨床的援
助も盛んになりつつあります。このような家族の研究や援助に取り組
むのが家族心理学であり、子どもだけでなく親や祖父母も含めた、個人
と家族全体の成長と幸福に寄与する心理学です。

家族の問題解決に
取り組む心理学

野末武義 教授  Prof. NOZUE, Takeyoshi

その他の在学生メッセージは 〉〉



* 臨床心理士資格は、大学院修了後、
 臨床心理士資格認定試験の合格により取得できます。

* 心理学科は国家資格である
  「公認心理師」養成カリキュラムに完全対応しています。

中学校教諭一種免許状（社会）

公認心理師受験資格

社会福祉主事任用資格

高等学校教諭一種免許状（公民）

児童福祉司任用資格

教員免許状

国家資格

任用資格

取得可能な免許・資格

心理学の学びは多岐にわたる仕事で役立つため、卒業生は多様な分野で活躍しています。

本学大学院は公認心理師カリキュラムに完全対応しています。

また、臨床心理士資格の「第一種指定校」です。

本学科は大学院への高い進学率を誇ります。

一般企業・大学院進学・心理専門職・公務員など

社会のニーズに合わせて
多方面での活躍が可能

大学時代、臨床心理学や社会心理学などさまざまな分野の心理学を学び
ました。就活の際、学びを活かせる職に就きたいとの思いで心理職を志望。
現在は東京都の心理職員として相談業務に携わり、相談者の面接や心理
検査を行っています。授業では、クライアントの思いを肯定し、否定的な態度
を取らずに話を聞くことで、相手の言葉を引き出せると学びました。今後も現
場で経験を積みながら、相談者の悩みを解決するお手伝いをしていきます。

専門知識や
話を聞く技術
全ての学びが
自分の糧に

2016年度卒業
岩本侑己  IWAMOTO, Yuki

東京都福祉局
 勤務

高校生の時に心理学に興味を持ち、「悩みを抱える人を助けたい」との思
いから臨床心理士を目指しています。いまは専門性を高めるために、大学
院で学んでいます。週1回は病院での実習に参加し、講義の学びを実践の
場で深めています。患者さんと関わる中で気づいたのは、本人だけでなくご
家族へのケアも大事だということ。将来は、総合病院で働く臨床心理士と
して、関係者を含めた患者さんのメンタルサポートをしていきたいと思います。

実践力と
専門性を高めて
悩んでいる人を
支援できる存在に

2016年度卒業 
平  大樹  TAIRA, Daiki

明治学院大学大学院
心理学研究科心理学専攻
臨床心理学コース  進学

化粧は外見だけでなく、気分を明るくし、生活の質を高める効果があると化
粧心理学について調べる中で知りました。このことがきっかけで、現在は
化粧品専門店を中心に、売場づくりやプロモーションの提案などをしてい
ます。営業は競合メーカーの状況や市場の動向を意識しながら企画を立
てる力が必要です。授業で学んだ“固定概念にとらわれることなく、客観的
な視点で物事を判断する”ことを現場で日々実践し、学びを活かしています。

美しさを通じて
幸せをつくり
お客さまを
笑顔にしたい

2011年度卒業
米沢  瞬  YONEZAWA, Shun

株式会社
資生堂   勤務

銀行の窓口業務を担当し、さまざまなお客さまと接しています。各々の
ニーズに見合った対応をするには、短い時間でお客さまとの信頼関係
を築くことが重要。大学時代のグループディスカッションを通して相手の
声に耳を傾け、自ら心を開くことで、双方の理解が深まると学んだことが
現在の業務に活きています。さらに書類作成や手続きを進めていく上で、
職場の人とコミュニケーションを図る際にも役立っています。

一人ひとりが
必要とするものを
理解し
適切な対応を意識

2014年度卒業
柴崎あき  SHIBASAKI, Aki

みずほ銀行
 勤務

個人や法人向けにリゾートホテルの会員権を販売する中で、お客さまにリ
ゾート地でくつろぐご自身の姿、経営者の方には社員の方々の喜ぶ顔など
を想像していただけるよう意識しています。その際に、傾聴体験や幸福感
の考察、データ分析の経験など本学科での学びが自然に活かされている
と実感。本来は人見知りの性格ですが、人の心を多様な方法論で追究し
た経験は確かな自信となり、“心を動かす”現在の仕事につながっています。

多くの学びが
確かな自信となり
お客さまの心を
動かす販売へ

2015年度卒業
菅原綾香  SUGAWARA, Ayaka

リゾートトラスト
株式会社 勤務

09 10 卒業後の進路について、さらに詳しい情報は  〉〉

警視庁の心理技術担当として、少年育成課で非行少年のカウンセリング
をしています。業務で心がけているのは、客観的な視点で問題の原因を
考えること。心理学科で幅広く心理学の知識を身につけたことで、一つの
ケースに対してさまざまな角度から考察できています。保護者とも話をしま
すが、子どもの行動に悩む方が大半。ペアレントトレーニングの理論は、子
どもとどう接したら良いかを保護者へアドバイスするのに役立っています。

幅広く学んだ
専門知識を活用し
多角的な視点で
アドバイス

2014年度卒業
中山  優  NAKAYAMA, Yu

警視庁 生活安全部 
少年育成課 
台東少年センター 勤務

NEW

就職内定者 業種別比率

80%前後が一般企業に就職、大学院進学者は約10%。
多彩な職種の就職にも、専門を深める院進学にも強い学科です。

主な就職先
［2018年度卒業生実績］

・（株）ＪＡＬスカイ
・（株）マクロミル
・（株）みずほフィナンシャルグループ
・（社福）港区社会福祉協議会
・パーソルキャリア（株）
・リコージャパン（株）
・横浜市役所
・三井住友海上火災保険（株）
・日本ハム（株）
・（株）東北新社
・クラブツーリズム（株）
・警視庁
・静岡県庁
・東日本旅客鉄道（株）
・三井不動産リアルティ（株）

情報通信・
マスコミ・
コンサルティング
24.4%

卸売・小売
16.4%

サービス　15.9%

金融・保険　12.0%

製造　  9.2%

運輸・郵便　  5.1%

公務員　  4.4%

不動産・物品賃貸　  4.4%

医療・福祉　  3.8%

教育・学習支援　  2.3%

建設・ライフライン　  1.8%

その他　  0.3%



 垣花真一郎
 准教授

  
教育心理学

 ● 
幼児の

 仮名文字習得過程の
 解明と支援法の開発

 ● 科学的説明文の理解過程の
 解明と学習方略の開発

 ● 教科に対する
 学習動機付けの発達

教 育 学
（初等教育）

 渋谷  恵
 教授

 比較・国際教育学

 ● 幼児期からの
 異文化間教育
 ● 市民性教育の国際比較

 ● 持続可能な
 開発のための教育

 根本淳子
 准教授

 教育工学・教育方法学

 学習活動を深める
 ● 振り返り活動と
 ポートフォリオのデザイン

 
●

 
動機づけモデルを活用した

 授業・教材の設計と開発

 
 
学習環境に適した ICTの

 ● 効果的な活用方法の
 提案と実践

 谷川夏実
 助教

 幼児教育学・保育学

 
● 
若手保育者の困難や

 葛藤と専門的成長

 
● 
就学時の子どもの

 処遇をめぐる社会学的研究

 
● 
一斉活動場面における

 保育者と幼児の相互作用分析

 佐藤  公
 准教授

 
社会科教育学

 
●

 
戦前期歴史教育にみる

 教科教育学の成立
 
● 対外認識育成を担う

 歴史教育の国際比較

 子どもの生活経験を
 ● 活かした社会科教材・
 カリキュラムの開発

 玉腰和典
 助教

 体育科教育学

 ●
 
体育授業における

 戦術・技術認識の
 形成過程

 
● 
運動文化の自治形成に

 むかう体育の学習集団論

 
● 
教科体育の学びを

 発展させる教科外体育論

 杉山雅俊
 助教

 
理科教育学

 ● 理科授業論

 
● 理科授業に関わる
 教師の力量形成
 ● 教師の省察的実践

 手塚千尋
 専任講師

 
美術教育学

 ● 協同的創造による
 問題解決学習

 美術（アート）の
 ● 学びのための
 学習環境デザイン

 広義の異文化理解を
 ● 目的とした
 アートワークショップの開発

障害科学心 理 学

 松永あけみ
 教授

 
発達心理学・保育心理学

 ● 社会性の発達と
 それを支える保育のあり方
 
● 子ども同士の他児認知と
 仲間関係の発達

 ● 幼児期における他者の
 内的特性理解の発達

 辻  宏子
 教授

  算数・数学教育学

 
●

 ICTを利用した
 算数科・数学科での
 教授学習
 
● 算数科・数学科の
 カリキュラム開発

 ● 数学についての
 子どもの認知

 水戸博道
 教授

 音楽科教育学

 ●
 
子どもの音楽的発達に

 関する研究
 ● 絶対音感の育成の問題点
 
●

 日本人の
 リズム感覚の特徴

 鞍馬裕美
 准教授

 教育経営学

 ● 日本とアメリカの教員
 に関する比較研究

 
●

 
外国人児童生徒在籍校の

 学校経営と校長のリーダーシップ
 ● 学力保障と学校経営

 小野昌彦
 教授

  
教育臨床心理学

 ● 

発達障害のある／ない
 児童生徒の不登校への
 包括的支援方法の構築

 ● 応用行動分析学による
 児童生徒の
 問題行動の変容

 ● 市単位の児童生徒の
 問題行動変容システム
 の構築

幅広い専門領域をもち、学校現場にも精通した教授陣が指導。

心理学を基盤に3つの領域を関連づけた「教育発達学」で、

多様な個性・特性をもつ子どもたちを支える知識とスキルを身につけます。

心理学・教育学・障害科学

3領域を融合した学びが
多角的な子ども支援を実現

現代の子どものこころをめぐる問題には、

発達や障害のメカニズムを理解したうえで、

生活全体をも視野に入れて包括的にアプローチすることが必要です。

心理学、教育学（初等教育）、障害科学の3つの領域を関連づけた

教育発達学の学びを通して、子どもたちのこころと向き合い、

より良い方向へと導けるよう支援できる力を身につけます。

 Departm
ent of Education and Child Developm

ent

教
育
発
達
学
科

11 12 教員について、さらに詳しい情報は 〉〉

 小林潤一郎 
 教授

 
障害児医学、発達小児科学

 ● 発達障害児支援における
 医療と教育の連携

 ● 知的障害特別支援学校
 における精神科校医の役割

 ● 自閉症スペクトラム障害児と
 所属感、仲間作り

 緒方明子 
 教授

 
障害児・者心理学

 ● 
行動や学習に

 困難を示す子どもと
 教師の支援

 ● 
学校教育現場における

 特別支援教育の
 実情と課題

 
●

 学習困難を示す
 子どもの書字における
 つまずきの特性  宮﨑  眞

 教授

 
特別支援教育学

 ● 自閉症児者、
 知的障害児者への指導法

 ● 自閉症児者の会話行動、
 社会的スキルなど

 ● 
発達障害児をもつ

 保護者のための
 ペアレントトレーニング

 中村敦雄
 教授

  
国語科教育学

 ● 
学習者が主体的に

 参加する
 国語科の授業づくり

 ● 
聞き手を説得するための

 ことばや文章による
 表現方法

 ● 小学校における
 情報メディア活用



小学校における定期的な体験活動を必修とするなど、現場での繰り返しの

実践を重視。講義と体験を循環させることで、学生は主体的に自らの

学びの課題を発見しながら、知識とスキルの定着をはかります。

循環型教育システムの

理論と実践の繰り返しが
深い理解につながる

教育発達学科は、2年次の「体験活動」にはじまり、子どもたちと接しな
がら学ぶ機会や、実際の授業を想定した指導案の作成など、実際の
現場にいきる学びが豊富にあります。現在は「特別支援臨床実習」で、
特別なニーズがある児童を支援。学生が主体となり、児童の特性に
合わせた目標達成のプロセスを考えて実施しています。実際の教育
現場で行われている支援を経験する中で、子どもの発達特性や性格
を把握し適切な関わり方ができれば、支援の時間がその子にとって有
意義になることを実感しました。将来は特別支援学校教員として、子ど
もに向き合い、成長に寄り添える教育者になるのが目標です。

子ども一人ひとりの特性を把握し
成長に寄り添える教育者に

教育発達学科4年　青山愛 AOYAMA, Megumi

教育発達学方法論
（体験活動）

13 14 学びについて、さらに詳しい情報は 〉〉

「教育発達学方法論（体験活動）」では、週に1回、小学校で学
習支援を中心とした児童への支援活動を経験します。

ディスカッション
体験活動での経験をもとに、子どもの理解と支援に欠かせない
観点や課題についてグループで共有・検討し、考察を発表します。

体験活動

大学内の講義では、子どもを理解、
支援するために必須となる基礎知識
を身につけます。

講  義

ひとつの授業科目を通して講義→体験
活動→ディスカッションという一連のサイ
クルで学修するだけでなく、１年次から4

年次まで学びをスパイラル状に継続・発
展させていくのが、教育発達学科の「循
環型教育システム」です。

「教育発達学方法論（体験活動）」では、学校との連携や問題解決を多面的に支援する「体験
活動サポート室」を設置。体験活動が充実したものとなるよう、みなさんをサポートする拠点です。

教育発達学科 学びのPOINT

体験活動サポート室

教育発達学科の学修サポート

教育現場で求められる
3つの力が身につく

体験活動など多様な授業を通して教
育発達学の学びを深め、子どものための
「心理支援」「発達支援」「教育実践」に
必要な力を身につけます。

3
       心理臨床センターで　

   実践的な支援方法を学ぶ
学部付属の心理臨床センターは、地域
の心理相談も行う臨床教育とその実践
の場。子どもを支援する方法を実地で学
ぶことができます。

2
  「子ども理解」「子ども支援」

   2つの視点から専門性を養う
1・2年次は子どもを理解するための基礎
的な知識について、3・4年次は各領域・
教科の指導法や実習を通じ子どもを支
援する方法について、系統的に学びます。

1

循環型教育システム



子どもの発達と教育にかかわる現状を理解し、子どもを取り巻く課題を
捉え、解決策を探究する。本学科では、３領域に広がる専門性をさらに
深めるため、学生全員が３年次からゼミに所属します。ゼミは、文献や
資料、調査に基づくデータといった学術的な根拠を踏まえ、自身の考
えを論理的に構成していく学びの場です。学生は、関心を共有する仲
間とのディスカッションやプレゼンテーションを通じて、的確に表現し伝
える力を獲得し、新たな気づきを発見します。この過程で得た力を、子
どもとともに担うこれからの社会において発揮することが期待されます。

子どもの現実と向き合い、
子どもとともに社会を担うために

佐藤公 准教授  Prof. SATO, Ko

いま子どもたちが直面している課題に応えるために、

教育発達学科では、2年次から3コースに分かれて学びを深化。

包括的な視点と専門性をもって、子どもたちが抱える課題解決に臨みます。

3コースの専門的な学びで

子どもに関わる
課題を改善に導く

子どもの発達や心理に関する理解を深め、現代
の教育課題に対応する力を育むため、生涯発達
心理学や各教科・領域の指導法などを学びます。

児童発達
コース

特別なニーズのある子どもとその家族を支援するた
めに、特別支援教育、障害児・者心理学、障害児
医学、保護者支援の方法などを学びます。

特別支援
コース

グローバル化する教育現場のニーズに応え、多
文化教育や多文化支援心理学、生涯学習概論、
実践英語コミュニケーションなどを学びます。

国際教育
コース

新 た な 社 会 の 課 題 と 向 き 合 う

15 16

障害児医学のゼミでは、教育・医療機関と家
庭連携を調査し、療育センターの視察などを
通じて、保護者支援のあり方を研究していま
す。児童はもちろん保護者においても学校が
安心できる場所になるよう、児童の様子を保
護者に詳細に伝える仕組み作りや、スマホの
活用などを検討しています。

教育発達学科3年 村上直也  
 MURAKAMI,Naoya

児童はもちろん保護者にも安心を特別支援
コース

障害のある子どもへの支援においては、教育と福
祉の連携や相互理解の促進、また保護者も含めた
情報共有の必要性が指摘されている。
＊文部科学省「家庭と教育と福祉の連携『トライアングル』プロジェクト」より

教育発達学科3年 小泉悠斗
 KOIZUMI,Yuto

ゼミではSDGsの原文を読み解き、国際協力
機構（JICA）や企業・店舗に赴くなど、多様な
観点から日本におけるSDGsの実態を調査しま
した。今後は、異文化理解やジェンダー理解
を踏まえたESD（持続可能な開発のための教
育）や、英語教育について研究したいと考え
ています。

多様性の理解。そのための教育とは国際教育
コース

持続可能な開発目標（SDGs）により、貧困や環境、
教育などの課題解決を図り、多様性と包括性のある
社会の実現を目指している。

美術教育学のゼミの一環で、福祉施設
利用者のアート作品の制作・展示を手
伝い、アートが自己表現だけではなく、健
常者や障害者の垣根を超え地域交流
の役割を果たすことを実感。その経験か
らコミュニケーションツールとしてのアー
ト、自尊感情の低い子どもたちに対する
教育としてのアートなどを考察しています。

人と人、人と社会をつなぐために児童発達
コース

障害のある児童に対する自立・社会参加に向けた
学びの必要性、自己肯定感の低い子どもが増えてい
る現状がある。
＊文部科学省「特別支援教育について」「日本の子供たちの自己肯定感が
低い現状について」より

教育発達学科3年 佐々木心
 SASAKI,Kokoro

その他の在学生メッセージは 〉〉

＊外務省「JAPAN SDGs Action Platform」より



特別支援学校で小学５年生の担任をしています。特別支援学校は教職員
がチームとなり、さまざまな実態の子どもたちに合わせた目標を設定し、支援
と指導をしています。在学時の特別支援臨床実習で、実務と同じような経
験ができたことは大きな学びでした。やりがいを感じるのは自分が考えた支
援で子どもが自信をつけていき、成長を感じられたときです。いつか子どもた
ちが障害の有無に関わらず理解し合い、一緒に楽しめる場をつくりたいです。

つくりたいのは
子どもたちが
障害を理解し
一緒に楽しめる場

2017年度卒業
古澤優起 KOSAWA, Yuki

千葉県内の
特別支援学校 勤務

児童相談所では、諸般の事情で家族と暮らすことができない児童のサポー
トをしています。私は、要保護児童のフォローや保護者面接の補助を担当。
虐待対応では保護者の協力が欠かせないのですが、難しさを感じる場面も
あります。相手を変えるのではなく、自分の行動を変えることが問題解決に
繋がるという心理学の学びを思い出し、業務に励む日々です。児童が安心し
て生活できるよう、積み重ねてきた知識や経験を活かして支援していきます。

誰もが安心して
生活できる
環境を作るための
適切なサポートを

2017年度卒業 
加藤舞子  KATO, Maiko

埼玉県児童相談所
  勤務

学校に行く楽しさを勉強以外でも広げてくれた小学生時代の担任に憧れ教
員を目指しました。在学時は音楽のゼミを専攻し、教育と音楽の関わりについ
て研究、ピアノも習得しました。現在は小学１年生の担任として、子どもたちの
行動を促すのに言葉よりも音楽の方が有効だと感じた際には音楽を取り入れ
るなど、ゼミでの学びを生かしています。まずは小学校教員として能力を高め、い
ずれは特別支援学校でも指導するなど自分の可能性を広げていきたいです。

ゼミで習得した
ピアノを活用し
子どもたちに
楽しい学びを

2019年度卒業
山田佳史  YAMADA, Yoshifumi

東京都小学校
 勤務

「発達心理学」のゼミでは、幼児の行動などから気持ちを読み取ることを通じ
て、さまざまな指導のパターンを想定する必要性を学びました。現在幼稚園
で4歳児32人の担任をする中で生かされており、ふとした子どもの発言から自
分の指導や言葉が伝わっていると実感したときにやりがいを感じます。幼少
期という人間形成の中でも大事な時期に携わっている責任感を持つと同時
に、多様な子どもたちの芽生えを大切にしながら共に成長していきたいです。

人間形成の中でも
大事な幼少期
芽生えを大切に
共に成長したい

2019年度卒業 
中嶋麻帆 NAKAJIMA, Maho

東京都幼稚園
 勤務

小学校教員を目指し、４年次に教育実習へ。その時、教科書の重要性を実
感し、教科書の改善が全国の先生たちの支援と子どもたちの成長につなが
ると考え、教科書を発行する出版社に就職しました。本学科でフリースクール
などを視察した経験から、学校に行きづらい子どもに向けた動画授業の企画
を発案し、現在は小中高の先生たちから意見を引き出し、より良い教材づくり
に励んでいます。大学時代の学びと経験がいまの私の基盤になっています。

教科書が変われば
現場が変わる
私にしかできない
支援に挑戦

2017年度卒業 
望月詩織  MOCHIZUKI, Shiori

株式会社
新興出版社啓林館 勤務

多様な視点が身につく教育発達学は、公務員や一般企業でも必要とされています。

また、すべてのコースで小学校教諭一種免許状の取得が可能で、

先輩方の約半数は卒業後に教壇に立っています。

教育現場から一般企業まで

身につけた支援力で
社会に幅広く貢献できる

卒業生業種別進路割合

教員採用試験受験者の
80.2%が現役で教員に

幼稚園教諭一種免許状
児童発達コース

特別支援学校教諭一種免許状*1

（知的障害者・肢体不自由者・病弱者）

特別支援コース

中学校教諭二種免許状（英語）*1 *2

社会教育士･社会教育主事任用資格 *3

国際教育コース

学校図書館司書教諭資格 *1

小学校教諭一種免許状

社会福祉主事任用資格
児童福祉司任用資格

取得可能な免許・資格

*1 小学校教諭一種免許状とあわせて取得する必要があります。
*2 他学科聴講による副免許。各学年、選考で5～10名程度。
*3 国際教育コース以外の学生も、各々のコースでの
 履修を満たした上で、所定の科目を履修すれば、取得可。

3コース共通

光村図書出版株式会社・
資生堂・

株式会社スターフライヤー・
ANAエアポートサービス株式会社・
大同火災海上保険株式会社・

青山商事株式会社・
全日空商事株式会社・

伊藤忠ロジスティクス株式会社・
朝日信用金庫・
宮崎銀行・

など

一般企業
28％

教員
56％

・東京都教育委員会
・神奈川県教育委員会
・横浜市教育委員会
・千葉県教育委員会
・川崎市教育委員会
・さいたま市教育委員会
・茨城県教育委員会
・静岡県教育委員会
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 就職先
［2018年度卒業生実績］

学部2年の時に行った小学校の体験活動で、学校になじめない子どもたち
を間近で見たことがきっかけで、子どもの学校適応支援について学びたい
と思い、大学院へ進学しました。現在は、実際に不登校で悩む子どもの支
援を行いながら、両親や教師の関わり方、学校や家庭の環境調整をテー
マに研究を進めています。将来は、問題を抱える子どもたちのために必要な
支援を行う研究者として、日本の教育現場に寄与していきたいと思います。

心理面と行動面
子どもの行動を
多角的にとらえる
視点が養われた

2018年度卒業 
佐藤亮太朗  SATO, Ryoutarou

明治学院大学大学院
心理学研究科
教育発達学専攻  進学

 公務員 1%

 福祉・教育・保育事業 9%

 大学院進学 3%

 その他 3%



造形実習室：教育発達学科  （白金） ／ 造形表現やものづくりを学び、図画工作への理解を深める

実験実習室Ⅱ ：心理学科  （白金） ／ 視線計測器などの実験機材を完備

音楽表現室：教育発達学科（白金） ／ 防音設備も整った明るい教室

コンピュータ実習室（白金） ／ レポート作成などにPC・プリンタを利用可能

図書館  （白金） ／ 調べ物や読書などで学生が集まる落ち着いた空間

ヘボンフィールド （横浜） ／ 全天候型のグラウンドは夜間照明も完備

インブリー館  （白金） ／ 国の重要文化財に指定された宣教師館の歴史ある佇まい 

パレットゾーン白金  （白金） ／ 学生の憩い空間実験実習室 Ⅰ ： 心理学科（白金） ／心理テストなどを行う

静かで落ち着いた環境なので、テスト期間など集中力を高
めて勉強したいときに利用しています。本や資料が充実し
ているほか、グループで会議できる空間もあり、打ち合わせ
などに最適です。

歴史的建造物が点在する落ち着いた雰囲気の白金キャンパスと、

広大で緑豊かな横浜キャンパス。

心理学部は1、2年次は横浜、3、4年次は白金にて授業を展開します。

心理学科は、2年次秋学期から白金で専門科目の一部が受講可能です。

高度な学びを可能にする

充実した施設環境

19 20 施設環境について、さらに詳しい情報は  〉〉



博士前期課程

博士後期課程

心理学コース
臨床心理学コース

心理学科ではクラスミーティング、教育発達学科では学期ごとの個別面談など、専任教員がク
ラスアドバイザーとして履修指導や学修支援を実施。3年次からは少人数のゼミに分かれ、担
当教員は学生の研究テーマのほか進路などの相談にも応じています。

クラスアドバイザー ゼミ教員

心理学研究科心理学専攻博士前期課程には、現代社会の幅広いニー
ズに応える「心理学コース」と、臨床心理士養成大学院第一種指定校
である「臨床心理学コース」があります。心理学専攻博士前期課程臨床
心理学コースは、国家資格である「公認心理師」養成カリキュラムに完
全対応しています。教育発達学専攻修士課程では、子どものこころの発
達と教育に関して総合的に探究。心理学専攻博士後期課程では、広い
研究視野を持つ研究者、専門家の指導者を養成します。

大学院

心理学部付属研究所相談・研究部門として、2009年完成の高輪校舎
内に創設されました。こころや発達の問題に対し、心理士による心理
相談サービスを行い、地域社会に貢献するとともに、心理臨床の実習
教育・実践研究の最前線でもあります。プレイルーム、面接室、箱庭や、
大学院研究室など、相談と研究のための環境が整備されています。

心理臨床センター

「Do for Others」のもと、教育
の一環としてボランティア精神
を育むため、学生の自発的な
ボランティア活動をサポートし
ています。

ボランティアセンター

入  

学

キャリアカウンセラー資格を有
する相談員を横浜・白金に配
置。学生のキャリアデザインをサ
ポートする進路別の講座や説
明会も豊富に実施しています。

キャリアセンター
医師・保健師が健康支援をする「健康支援センター」、臨
床心理士がさまざまな悩みの相談に応じる「学生相談セ
ンター」、合理的配慮の理念に沿ってコーディネーターが
修学を支援する「学生サポートセンター」の3部門が連携。
学生生活を総合的にサポートします。

総合支援室

1年次 2年次 3年次 4年次 卒業後

第一期生卒業から20年。2,000人を超
える卒業生と在学生・教職員が交流を
図り、互いに研鑽を積むことを目的とし
ています。

白金心理学会（白金サイコローゼ）

有志の学生がスチューデントカウンセラーと
して新入生をサポートしたり、大学院進学説
明会などの各種イベントを運営しています。

スチューデントカウンセラー

　心理学部を設置している大学はまだ数少ないといえ
ます。本学の心理学部は既に14年も前に文学部心理
学科から独立する形で設置されました。現代社会のさま
ざまな課題に取り組むことができる人材の育成、心理学
を基盤とした多様な研究の発展を意図して歩みを続け
ています。
　2004年に心理学部が開設されたとき、教員全員で考
えた教育理念が「こころを探り、人を支える」です。心理
学の基礎を学び、その学びを他者への心理支援に活か
すことができる人材を育てたい、という教員の強い願い
が込められた教育理念なのです。
　心理学科には心理学のさまざまな分野の専門家が
揃っています。基礎から応用まで学ぶことができます。さ
まざまな分野で心理学を活かした仕事に従事している
卒業生を輩出しています。また、心理学科のカリキュラ
ムは国家資格である「公認心理師」養成カリキュラムに
も対応しています。
　教育発達学科は、明治学院大学心理学部の特色で
ある心理学と障害科学が協働して心理支援を追求して
きた分野に、さらに教育学（初等教育）を融合させて生ま
れた新しい学科です。幼稚園・小学校・特別支援学校
の免許を取得することができます。一般企業で活躍して
いる卒業生もたくさんいます。公務員として福祉職に就
いている卒業生もいます。
　皆さんには、心理学を基盤として、現代社会の課題
解決に取り組むことができる力を身につけて活躍される
ことを期待しています。

心理学部長  緒方明子 教授  Prof. OGATA, Akiko

新しい人間科学としての
心理学を基礎に、
こころを探り、人を支える

学部長メッセージ

学生一人ひとりが豊かなキャンパスライフが送れるよう、

入学時から卒業後まで、さまざまな角度から

学生を支えるサポート体制が整っています。

学生の能力を最大限に引き出す

サポート体制

心理学専攻

修士課程  

教育発達学専攻
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大学による学生生活のサポート

1 ～ 4 年 1 ～ 4 年

1 ～ 4 年 1 ～ 4 年



明治学院大学
心理学部

白金キャンパス

〒108-8636  
東京都港区白金台 1-2-37

横浜キャンパス

〒244-8539  
神奈川県横浜市戸塚区
上倉田町 1518

お問い合わせ先
（入学インフォメーション）

 Tel: 03-5421-5151
月曜～金曜の午前 9時～午後 4時
土曜は午前 9時～正午まで。
ただし、祝日は除きます。

Faculty 
of 

Psychology
2021

心理学部オリジナルホームページは  〉〉
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