
 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理学特殊研究 （4 単位） 

３．科目番号 

 

PSMP7236 

 ２．授業担当教員 鶴 光代 

４．授業形態 講義と演習 ５．開講学期 通年 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

臨床心理学の主要なアプローチについて学び、その背景となる考え方を知る。また、臨床心理学の各分野で

の問題について理解する。各分野・アプローチでの臨床心理学的研究方法や、基礎研究とのつながりについ

て考察する。講義は、研究論文の購読をもとに展開する。 

８．学習目標 

１．将来、大学、及び、大学院の研究者、指導者になるために臨床心理学における研究ができて、指導でき

るようになるため、この分野での幅広い知識を習得して、考え方を理解する。 

２．臨床心理学上の問題について、基礎研究と臨床の繋がりを理解し、研究し実践できる力量を身につけ

 る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

１．内外の文献を読んで、研究発表を行い、それについて一緒に討議研究する。 

２．各アプローチや分野について、概要をまとめ、問題点についてレポートとして、まとめる。 

３．臨床心理学における臨床心理学的援助と研究のつながりについてレポートにまとめる。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】特になし。 

【参考書】各種心理療法、カウンセリング法についての研究論文等を用いる。 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

精神力動理論、人間性心理学理論、認知行動理論、体験治療論・課題解決法についての最近の知見をレポー

トにまとめ、臨床心理学上の問題を説明した。 

臨床心理学上の問題を通して研究課題を明らかにし、研究を実践していく力を身につけた。 

○評定の方法 

研究発表・討議内容 50％、レポート 50％ 

12．受講生への 

メッセージ 

1.大学、大学院の教員となり、研究指導ができるように実力をつける。 

2.研究論文を作成し、学会で発表する。研究雑誌に投稿する。 

13．オフィスアワー 火曜日 15：00～20：00 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 1 年間の研究方針を発表し、各自の発表テーマを決める。 

【学習の目標】 臨床心理学について、自らのテーマを明確にする。 

【学習の内容】 臨床心理学における歴史的変遷を理解し、各アプローチの違いを把握する。 

【キーワード】 エビデンスベイスド、ナラティブベイスド、臨床心理学のアカウンタビリティ 

【学習の課題】 大学院に進学した目的を再認識してから、講義に臨むように。 

【学習する上での留意点】 積極的に討議に参加すること。 

2 ~ 4 . テ ー マ 精神力動理論からのアプローチ 

【学習の目標】 精神力動理論における研究の最近動向を知る。  

【学習の内容】 フロイトに始まる精神分析の歴史をたどる。また、母子関係理論を中心に現代精神分析について学ぶ。 

【キーワード】 関係性、こころの内面、転移・逆転移 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 学部・修士課程での学習を復習して、基本的な用語について理解した上で受講すること。  

5 ～ 6 . テーマ 人間性心理学理論からのアプローチ 

【学習の目標】 人間性心理学の考え方、アプローチ、さらにその多様性と可能性について理解する。 

【学習の内容】 ロジャースのカウンセリング理論、ナラティブ・セラピー、ソル―ション・フォーカスドアプローチなど、人間性

心理学に基づく各アプローチについて学ぶ。それらの共通する考え方を理解する。 

【キーワード】 社会構成主義・社会構築主義 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 学部・修士課程での学習を復習して、基本的な用語について理解した上で受講すること。 

7 ～ 8 . テーマ 認知行動理論からのアプローチ 

【学習の目標】 認知行動理論の基本的な考え方と、近年における広がりについて理解する。 

【学習の内容】 認知行動療法の歴史、基本的な考え方、様々な問題に対する各技法、最近の広がりについて学ぶ。  

【キーワード】 エビデンスベイスド、ケースフォーミュレーション 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 学部・修士課程での学習を復習して、基本的な用語について理解した上で受講すること。 

9～11.テーマ 催眠面接法・臨床動作法からのアプローチ 

【学習の目標】 催眠面接法・臨床動作法から、体験原理と課題解決の視点をもつことができるようにする。  

【学習の内容】 催眠面接法・臨床動作法から、体験原理と課題解決法の考え方を理解する。 

【キーワード】 催眠、動作、体験の内容と様式(仕方) 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 



 

 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 学部・修士課程での学習を復習して、基本的な用語について理解した上で受講すること。  

12～14.テーマ 教育分野での臨床心理学的問題 

【学習の目標】 スクールカウンセリングや特別支援教育における臨床心理学的問題について最近の研究動向を学ぶ。  

【学習の内容】 文献をもとに、最近の研究成果を学ぶ。最近の介入技法、研究方法を明らかにする。 

【キーワード】 不登校、いじめ、発達障害 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 問題意識をもって議論に参加すること。  

15～16.テーマ 福祉分野での臨床心理学的問題 

【学習の目標】 子育て支援、虐待対応、障害者支援、高齢者支援等における臨床心理学的問題について最近の研究動向を学ぶ。 

【学習の内容】 文献をもとに、最近の研究成果を学ぶ。最近の介入技法、研究方法を明らかにする。 

【キーワード】 虐待、子育て支援、障害者の就労支援、認知症 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 問題意識をもって議論に参加すること。  

17～18.テーマ 医療・保健分野での臨床心理学的問題 

【学習の目標】 医療・保健分野での臨床心理学的問題について、最近の研究動向を学ぶ。 

【学習の内容】 文献をもとに、最近の研究成果を学ぶ。最近の介入技法、研究方法を明らかにする。 

【キーワード】 鬱・不安、統合失調症、生殖医療、終末期医療、HIV 感染 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。 

【学習する上での留意点】 問題意識をもって議論に参加すること。  

19～20.テーマ 産業・労働分野での臨床心理学的問題 

【学習の目標】 産業・労働分野での臨床心理学的問題について、最近の研究動向を学ぶ。産業カウンセラーについて学ぶ。 

【学習の内容】 文献をもとに、最近の研究成果を学ぶ。最近の介入技法、研究方法を明らかにする。 

【キーワード】 職場メンタルヘルス、自殺予防、復職支援 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。   

【学習する上での留意点】 問題意識をもって講義に参加すること。 

21～22.テーマ 司法・法律・警察分野での臨床心理学的問題 

【学習の目標】 司法・法律・警察分野での臨床心理学的問題について、最近の研究動向を学ぶ。 

【学習の内容】 文献をもとに、最近の研究成果を学ぶ。最近の介入技法、研究方法を明らかにする。 

【キーワード】 被害者支援、触法少年、薬物依存、性犯罪 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。   

【学習する上での留意点】 問題意識をもって講義に参加すること。 

23～24.テーマ 災害・危機介入分野での臨床心理学的問題 

【学習の目標】 災害・危機介入分野での臨床心理学的問題について、最近の研究動向を学ぶ。 

【学習の内容】 文献をもとに、最近の研究成果を学ぶ。最近の介入技法、研究方法を明らかにする。 

【キーワード】 心理学的ファーストエイド、トラウマワーク 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【参考文献】  その都度提示する。   

【学習する上での留意点】 問題意識をもって講義に参加すること。 

25～28.テーマ 臨床動作法の理論と技法を通して心理臨床を考える 

【学習の目標】 臨床動作法の理論と技法を通して、心理臨床における体験様式の変化について考える。 

【学習の内容】 臨床動作法の研究成果がどのように臨床に活かされるのかを学ぶ。臨床動作法の技法を体験的に学び、心理臨床に

おける意義を考察する。 

【キーワード】 動作、体験様式、自己弛緩体験、自体軸感、自体確実感 

【学習の課題】 いくつか提示する最近の論文をあらかじめ読んでくる。 

【学習する上での留意点】 アタッチメント理論について学ぶだけでなく、考え方を学ぶように。  

課題研究１ 

課題研究テーマ：人間性心理学からのアプローチによる事例報告･事例研究を、「心理臨床学研究」(心理臨床学会

の学会誌)や「臨床心理学」(金剛出版の雑誌)等の中から探し、十分に読みこなして、人間性心理学からのアプロ
ーチの特徴がどのように展開しているかをまとめなさい。 
注意点：発表・公刊年が 2016年以降の事例とすること。出典を明確に記すこと。 

ねらい：セラピストからの視点だけではなく、クライエントの視点からも、対象事例の展開を読み解き、人間性心
理学からのアプローチの特徴を学ぶ。 
レポート形式：A4用紙（MSPゴジック 12ポイント 1600～2000字） 

提出期限：第 5回授業開始前までに、メールにて提出。 

指導場所：添削指導・質疑応答・意見交換を第5回授業終了後に、オンラインで行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを復習し、まとめる。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：催眠面接法・臨床動作法からのアプローチによる事例報告･事例研究を、「心理臨床学研究」(心
理臨床学会の学会誌)や「臨床心理学」(金剛出版の雑誌)等の中から探し、十分に読みこなして、催眠面接法・臨
床動作法からのアプローチの特徴がどのように展開しているかをまとめなさい。 

注意点：発表・公刊年が 2016年以降の事例とすること。出典を明確に記すこと。 
ねらい：セラピストからの視点だけではなく、クライエントの視点からも、対象事例の展開を読み解き、催眠面接
法・臨床動作法からのアプローチの特徴を学ぶ。 

レポート形式：A4用紙（MSPゴジック 12ポイント 1600～2000字） 
提出期限：第 9回授業開始前までに、メールにて提出。 

指導場所：添削指導・質疑応答・意見交換を第5回授業終了後に、オンラインで行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを復習し、まとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 家族療法特殊研究 （2 単位） 

３．科目番号 

 

PSMP9289 

 ２．授業担当教員 鶴 光代 

４．授業形態 演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修の条件として、先に「家族心理学特殊研究」の履修を済ませていることが望ましい。 

７．講義概要 

家族内の人間関係の質は、我々人間の成長・発達には不可欠なものであるが、そこに新しいシステム論

が加わり、そこから家族療法という心理療法の立場が生まれている。 

ここでは家族療法の３つの立場を通して、理論・実践とその課題を学ぶ。 

８．学習目標 

次のことを理解していく。 

１．システムアプローチと家族療法 

２．ボーエンの家族システム理論 

３．ミニューチンの家族構造療法 

４．ＭＲＩの家族相互影響アプローチ 

５．その他の家族療法 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

レポートの課題は以下の通りである。 

１．ボーエンの家族システム理論の特色を考察せよ。 

２．ミニューチンの家族構造療法の特色を考察せよ。 

３．ＭＲＩの家族相互影響アプローチの特色を考察せよ。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

遊佐安一郎著『家族療法入門』星和書店。 

【参考書】 

平木典子・中釜洋子著『家族の心理』サイエンス社。 

リン・ホフマン著『家族療法学』金剛出版。 

リン・ホフマン著『家族療法の基礎理論』サイエンス社 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

システムアプローチ、ボーエンの家族システム論、ミ二ューチンの家族構造療法などの理解度に応じて評

価する。 

○評定の方法 

・家族療法に関した論文を読み、その内容を考察し、発表する 50％ 

・レポート 50％ 

＊出席が４分の３を満ちてはじめて評価の対象となる。（論文の考察発表やレポートを提出しただけでは評

価対象にならない。） 

12．受講生への 

メッセージ 

 家族療法は、その重要性は十分に知らされながら、しかしその実践はまだ十分になされていない。抱え

ている問題は個人のものではあるが、家族というシステムから発生し、かつその問題の継続に家族がかか

わっているという考え方になじまないからであろう。 

しかし、我が国は、ちょっと前までは家族主義と言われた文化であった。そういう意味では欧米よりも

この療法の意味が深いと思われる。家族療法に興味と関心のある学生とぜひ一緒に学びたいと思う。 

13．オフィスアワー 後日通知する。 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ １．家族療法とは何か 

【学習の内容】 全体構造、実践活動、研究活動、専門活動、その歴史 

【学習の課題】 教科書：pp.1～11 を読みまとめておく。 

        家族療法が今日に至る歴史についてまとめておく。 

2 . テ ー マ ２．システムズ・アプローチと家族療法 （１） 

【学習の目標】 システムの特性並びに生物体システムの７つのレベルを理解する。 

【学習の内容】 一般システム理論・システムの分類法・一般生物体システム理論 

【学習の課題】 教科書：pp.13～36 を読みまとめておく。 

3 . テ ー マ システムズ・アプローチと家族療法 （２） 

【学習の目標】 システムズ・アプローチを診断する６つのステップを理解する。 

【学習の内容】 一般生物体システム理論と家族療法・システムズ・アプローチと家族療法 

【学習の課題】 教科書：pp.36～61 を読みまとめておく。 

4 . テ ー マ ３．ボーエンの家族システム理論 （１） 

【学習の内容】 背景・健全な家族像と家族病理・家族システムの不適応の評価 

【学習の課題】 教科書：pp.63～94 を読みまとめておく。 

        ボーエン理論の歴史的背景についてまとめておく。 

5 . テ ー マ ボーエンの家族システム理論 （２） 

【学習の内容】 家族システム療法の実際・適応症・訓練 

【学習の課題】 教科書：pp.95～105 を読みまとめておく。 

        セラピストの機能についてまとめておく。 

6 . テ ー マ ４．ミニューチンの家族構造療法 （１） 



 

 

【学習の内容】 背景・基本的概念・健全な家族と家族病理 

【学習の課題】 教科書：pp.107～120 を読みまとめておく。 

        この立場での健全の家族と家族病理についてまとめておく。 

7 . テ ー マ ミニューチンの家族構造療法 （２） 

【学習の内容】 家族構造の評価と治療の目標・家族構造療法の実際、技法・適応症・訓練 

【学習の課題】 教科書：pp.120～164 を読みまとめておく。 

        本療法の具体例を探し、まとめておく。 

8 . テ ー マ ５．ＭＲＩの家族相互影響アプローチ （１） 

【学習の内容】 歴史的背景・理論的背景・家族相互影響の理論 

【学習の課題】 教科書：pp.165～204 を読みまとめておく。 

        本療法の理論的背景をまとめておく。 

9 . テ ー マ ＭＲＩの家族相互影響アプローチ （２） 

【学習の内容】 健全な家族と家族病理・ＭＲＩでの家族療法の実際 

【学習の課題】 教科書：pp.204～234 を読みまとめておく。 

        家族病理のコミュニケーションの特色をまとめておく。 

1 0 . テ ー マ ６．家族セラピスト 

【学習の内容】 カール・ウイタカ・家族療法チーム 

【学習の課題】 教科書：pp.235～254 を読みまとめておく。 

        家族療法のチームのあり方についてまとめておく。 

1 1 . テ ー マ ７．家族療法の技法 （１） 

【学習の内容】 アサイメント 

【学習の課題】 アサイメントに関する論文を読む。 

        一つのアサイメントを体験しておく。 

1 2 . テ ー マ 家族療法の技法 （２） 

【学習の内容】 介入方法の実習 

【学習の課題】 介入に関する事例研究を読みまとめておく。 

        受け持っているケースへの介入方法について考えてみる。 

1 3 . テ ー マ 家族療法のスーパービジョン 

【学習の課題】 家族療法のスーパービジョンについての論文を読んでおく。 

        スーパービジョンの問題点を考察しておく。 

課題研究１ 

課題研究テーマ：ボーエンの家族システム理論による事例報告･事例研究を、「心理臨床学研究」(心理臨床学会の

学会誌)や「臨床心理学」(金剛出版の雑誌)等の中から探し、十分に読みこなして、ボーエンの家族システム理論
によるアプローチの特徴がどのように展開しているかをまとめなさい。 
注意点：発表・公刊年が 2016年以降の事例とすること。出典を明確に記すこと。 

ねらい：セラピストからの視点だけではなく、クライエントの視点からも、対象事例の展開を読み解き、ボーエ
ンの家族システム理によるアプローチの特徴を学ぶ。 
レポート形式：A4用紙（MSPゴジック 12ポイント 1600～2000字） 

提出期限：第 4回授業開始前までに、メールにて提出。 

指導場所：添削指導・質疑応答・意見交換を第5回授業終了後に、オンラインで行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを復習し、まとめる。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：ミニューチンの家族構造療法による事例報告･事例研究を、「心理臨床学研究」(心理臨床学会の
学会誌)や「臨床心理学」(金剛出版の雑誌)等の中から探し、十分に読みこなして、ミニューチンの家族構造療法

の特徴がどのように展開しているかをまとめなさい。 
注意点：発表・公刊年が 2016年以降の事例とすること。出典を明確に記すこと。 
ねらい：セラピストからの視点だけではなく、クライエントの視点からも、対象事例の展開を読み解き、ミニュ

ーチンの家族構造療法の特徴を学ぶ。 
レポート形式：A4用紙（MSPゴジック 12ポイント 1600～2000字） 
提出期限：第 6回授業開始前までに、メールにて提出。 

指導場所：添削指導・質疑応答・意見交換を第７回授業終了後に、オンラインで行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことを復習し、まとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 学校臨床心理学特殊研究  （2 単位） 

３．科目番号 

 

PSMP8267 

 ２．授業担当教員 石川 清子 

４．授業形態 講義・演習 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

現代の学校が抱える様々な問題に対応する際に、子ども達の遠矢の関係、子ども達同士の関係、子ども達と
教師の関係、また、保護者を含む社会と学校との関係を人間科学（現象学）では深いレベルで分析することが

できる。よって本講義では、ハイデガーの「存在と時間」を非常に分かり易く解説をしている Dreyfus の英文
の著書を購読していく。現代社会のように IT 産業の発達に伴う対人関係の希薄化が及ぼす影響は大きい。また
子どもの生活環境の多文化を含む多様化は、学校生活においても見逃せない状況でもある。ハイデガーの現象

学は、我々が日々行う相互作用の原点を人間科学の視点で考えさせるものである。この様に原点に立ち返り、
この世界に存在する人々にとっての意味を、臨床心理学的見解に基づいて明らかにする。 

８．学習目標 

1. 現代の学校という教育環境に不足しているものは何か、オントロジーの視点から学校臨床心理学の問題点を

追及する。 

2. ハイデガーの現象学について理解を深め、望ましい学校臨床心理学の実践に迫る。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー
ト課題 

1.各講義に関する章を読み理解を深め、自己の見解をまとめ提出する。 

2.ファイナルレポート(1 本)は、研究テーマに関連する問題点の一つに焦点を絞り、現象学的視点より論考する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

Dreyfus, Hubert L. Being-in-the-World. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991. 

【参考文献】 

Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

Parkes, Graham. Ed.  Heidegger and Asian Thought.  Honolulu: University of Hawaii Press, 1987. 

Spielberg, Herbert. Phenomenology in Psychology and Psychiatry. Evanston: Northwestern University 

Press, 1972. 

Adler, Alfred. Understanding Human Nature.  Minnesota: Hazelden,1998.  

Merleau-Ponty, M.  Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith. London: Routledge, 1989 

Heidegger, Martin. Being And Time. Translated by Macquarrie, J.& Robinson, E.  New York: Harper & 

Row, Publishers,1962.  

Gadamer, Hans-Georg.  Truth and Method.  Translation by Weinsheimer, J. & Marshall, D.G. New 

York:Crossroad, 1990.  

Wong, P.T.& Fry, P.S. The Human Quest for Meaning：A Handbook of Psychological Research and Clinical 

Applications.  Routledge, 1998.  

Monk, G., Winslade, J., Crocket, K. & Epston, D. Narrative Therapy in Practice: The Archaeology of Hope 

1997 （国重浩一・バーナード紫 訳『ナラティブ・アプローチの理論から実践まで: 希望を掘り当てる考古学』
2008）北王路書房 

木田元『幼児の対人関係』みすず書房、2001 年 

木田元『ハイデガー拾い読み』新書館、2004 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

上記の目標１・２を達成できること。 
○評定の方法 

発表レジュメ(12 課題)   60％  

ファイナルレポート    40％ 

（評価点）A: 100～90  B+: 89～80  B: 79～70  C: 69～60  F: 59 点以下 

12．受講生への 

メッセージ 

本講義では英文の教科書を使用しますので、各講義の準備をしっかりとしていただきたいと思います。また、
ディスカッション中心の講義によって人間の存在の意味を追求することにより、日常生活としての学校・家庭・
社会という環境と子どもの発達と対人関係について理解を深めていきたいと思います。 

13．オフィスアワー 講義にて発表 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 第１章：ハイデガーの「存在と時間」に関して：導入と方法について 

【学習の目標】ハイデガー現象学により学校臨床の在り方を探る。 

【学習の内容】本講義の導入として、ハイデガー現象学に至る歴史的背景を理解する。 

【キーワード】現象学・オントロジー/ the Question of Being by Way of Dasein 

【学習の課題】教科書第 1 章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

2 . テ ー マ 第２章：ハイデガーの方法論的導入について 

【学習の目標】学校臨床心理学の現場における研究の在り方を議論する。 

【学習の内容】ハイデガーの現象の捉え方を理解する。 

【キーワード】The Phenomenon/ Logos/ Phenomenology/ Hermeneutics 

【学習の課題】教科書第 2 章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

3 . テ ー マ 第３章：世界内存在に関する概略について 

【学習の目標】現に存在する子どもたちの問題を現象学的に解釈する。  

【学習の内容】世界内存在とはという問いと、現に存在する子どもたちの問題を対比する。   

【キーワード】Being-in/ Heidegger’s Critique  

【学習の課題】教科書第 3 章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

4 . テ ー マ 第４章：直ぐ捉えることと、今まさに起こっていることとは 

【学習の目標】学校臨床心理学における研究のデータの捉え方として、問題の在り方を議論する。  



 

 

【学習の内容】ハイデガーの捉える、人の存在の仕方を理解する。  

【キーワード】Availableness/ Occurrentness/ Equipment/ Deliberate Action  

【学習の課題】教科書第 4 章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

5 . テ ー マ 第５章：世界観について 

【学習の目標】学校臨床心理学における研究のデータの捉え方として、社会環境の在り方を議論する。 

【学習の内容】ハイデガーの捉える、人が存在する世界の意味を理解する。  

【キーワード】The Worldliness of the World/ Four Senses of World 

【学習の課題】教科書第 5 章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

6 . テ ー マ 第６章：デカルト学派の現代版に対するハイデガーの批評 

【学習の目標】学校臨床心理学における研究のデータの捉え方として、ハイデガーの批判を議論する。  

【学習の内容】オントロジーに対するハイデガーの批判を通して、人の存在の仕方を理解する。  

【キーワード】Nature as Available/ Nature as Occurrent  

【学習の課題】教科書第６章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

7 . テ ー マ 第７章：空間性と空間 

【学習の目標】子どもの問題と向かい合うためには必然的な家庭・学校をはじめとする子どもの社会環境の在り方を議論する。 

【学習の内容】存在する位置づけにこそ存在の意味があることを理解する。  

【キーワード】Spatiality and Space/ Dasein’s Location  

【学習の課題】教科書第７章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

8 . テ ー マ 第８章：誰の日常の現存在か 

【学習の目標】子どもの問題と向かい合うためには必然的である子どもと子どもを取り巻人々の日常の在り方を議論する。  

【学習の内容】自己としての存在の意味を子どもはどう捉えているのかを理解する。  

【キーワード】Being-With/ Human Being as Shared Social Activity/ das Man/ Everydayness  

【学習の課題】教科書第８章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

9 . テ ー マ 第１０章：不自然性について 

【学習の目標】本来性と不自然性について議論する。  

【学習の内容】ハイデガーの本来性について理解する。 

【キーワード】Affectedness/Mood/ Thrownness/ Fear and Anxiety 

【学習の課題】教科書第１０章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

1 0 . テ ー マ 第１１章：理解とは 

【学習の目標】オントロジーの観点から考える「理解する」ことについて理解する。  

【学習の内容】ハイデガーの本来性と自己理解について議論する。  

【キーワード】Understanding/ Authentic and Inauthentic Understanding/ Interpretation  

【学習の課題】教科書第１１章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

1 1 . テ ー マ 第１２章：言うことと感覚とは 

【学習の目標】学校臨床フィールドにおけるナラティブアプローチおよびインタビュー研究の語りの捉え方を考える。 

【学習の内容】ハイデガーの言語・言葉の捉え方について理解する。 

【キーワード】Language/ Sense/ Communication/ Intelligibility  

【学習の課題】教科書第１２章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964 

1 2 . テ ー マ 第１３章：身をまかすこととは 

【学習の目標】学校臨床フィールドにおけるナラティブアプローチおよびインタビュー研究の語りの捉え方を考える。  

【学習の内容】ハイデガーの言語・言葉の捉え方について理解する。  

【キーワード】idle talk/ Reflexivity and Distortion/ Fallenness  

【学習の課題】教科書第１３章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964H 

1 3 . テ ー マ 第１４章：配慮構造について 

【学習の目標】本来性と配慮構造について議論する。  

【学習の内容】ハイデガーの本来性について理解する。 

【キーワード】The Self/ Temporality as Making Sense of Care 

【学習の課題】教科書第１４章を熟読する。 

【参考文献】 Heidegger, Martin（細谷貞夫・亀井裕・船橋弘訳）「存在と時間(上・下)」理想社、1964  

課題研究１ 

課題研究テーマ：第 1回〜第 8回の講義内容を踏まえて、ハイデガーの述べる所の「３段階構造の内存在」についてレ

ポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 3枚 （5,000字程度） 

事前学習：教科書第９章を熟読する。 

実施期間：第 8回の授業後に実施する。 

提出期限：第 9回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 10回授業後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合はその後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 



 

 

課題研究２ 

課題研究テーマ：第 1回〜第 11回の講義内容を踏まえて、ハイデガーのオントロジーについて再確認し、現状の社会状

況及び教育環境の状況を踏まえ、臨床心理学の役割とは如何あるべきか、レポートにまとめなさい。 

レポート形式：A４用紙 3枚 （5,000字程度） 

実施期間：第 11回の授業後に実施する。 

提出期限：第 12回の授業開始時に提出する。 

     提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を第 13回授業後に教室で行う。 

     添削内容について引き続き質問がある場合はその後も個別に受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめる。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 心理療法特殊研究  （2 単位） 

３．科目番号 

 

PSMP8288 

 ２．授業担当教員 織田 正美 

４．授業形態 演習、発表 ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

心理療法の種類は心理療法家の数だけある、といわれるぐらいメジャーなものからマイナーなもの、ある

いは複数の療法を１つにまとめたものなど様々なものがある。この授業では、比較的メジャーなもの、ある

いは歴史的にみて重要と思われるものについて解説する。 

また、治療過程においては、常に当該個人の優れた面、長所に着目し、それを重要な手がかりにして「問

題性」を改善していくという「治療マインド」が必要である。その意味で近年重要視されているポジティブ

心理学の考え方を随時取り入れて、解説する。 

人間はともすれば自己のネガティブな面に目が行きやすいが、むしろ自己のポジティブな面に着目し、自

己の成長、発展、改善をしていくということが大切である、というのがポジティブ心理学の本質である。特

に「抑うつ」（人間のネガティブな面）の実験心理学的研究者であった米国心理学会長のセリグマンがこの

ことを主唱していることも意義のあることだといえる。 

この授業では、教科書や参考書、ビデオ教材を中心に解説する。 

８．学習目標 ポジティブ心理学の考え方と心理療法の理論と実際をマスターする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

授業において、教科書・参考書を用い、レジュメを作り、発表してもらう。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】特になし。各回レジュメを配布する。 

【参考文献】乾吉佑他編、鶴光代他著 「心理療法ハンドブック」 創元社 2006 年 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標を達成できているか 

○評定の方法 

成績は、発表の内容とレポートと出席点を総合して評価する。 

12．受講生への 

メッセージ 

大学院では学問的研究を行うことを自覚すること 

13．オフィスアワー 授業の前後に行う 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 ～ 5 . テーマ 心理療法とは（イントロダクション） 

【学習の目標】 心理療法の本質について理解する。 

【学習の内容】 心理療法の歴史、種類、個々の内容、技法などの「概容・要点」について学ぶ。 

【キーワード】 心理療法の歴史、理論と技法、倫理、ICD10。 

【学習の課題】 上記の学習内容をふまえて、心理療法のあり方を習得する。 

【参考文献】  乾吉佑他編、鶴光代「心理療法ハンドブック」 創元社 2006 年 

【学習する上での留意点】 とくに心理療法の「あり方」を理解すること。 

6～11.テーマ 代表的な心理療法の理論と技法 

【学習の目標】 心理療法の代表的なものについて「理論と技法」を理解する。 

【学習の内容】 精神分析、認知行動療法、遊戯療法、イメージ療法、内観療法、森田療法、ブリーフセラピー、交流分析、 

        臨床動作法、ナラティブセラピー、グループ療法、理性感情行動療法。 

【キーワード】 上記、学習内容の記載事項と同じ。 

【学習の課題】 上記の学習内容に記載されている、各種の心理療法の理論と技法の内容と、それぞれの共通性、相違点を習得する。 

【参考文献】  乾吉佑他編、鶴光代「心理療法ハンドブック」 創元社 2006 年 

【学習する上での留意点】 とくに個々の心理療法の「理論と技法」を理解すること。 

12～13.テーマ ポジティブ心理学の考え方、発想 

【学習の目標】 ポジティブ心理学の本質について理解する。 

【学習の内容】 ポジティブ心理学とはなにか、その歴史と内容および、「心理療法への応用」について学ぶ。 

【キーワード】 ポジティブ心理学、フロー理論、ポジティブ感情、幸福感と生きがい、社会的スキル、人間の長所、短所。 

【学習の課題】 上記の学習の目標・内容・キーワードをふまえて、とくにポジティブ心理学の内容と、ポジティブ心理学の発想を 

        どのようにして心理療法へ応用できるかを習得する。 

【参考文献】  島井哲志編 「ポジティブ心理学」 ナカニシヤ出版 2006 年 

【学習する上での留意点】 とくにポジティブ心理学の「心理療法への応用」について理解すること。 

課題研究１ 

課題研究テーマや、レポート形式、実施時期など：授業の際に口頭で伝えることとする。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめ考察を深める。 

課題研究２ 

課題研究テーマや、レポート形式、実施時期など：授業の際に口頭で伝えることとする。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめ考察を深める。 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 認知心理学特殊研究  （2 単位） 

３．科目番号 

 

PSMP8220 

 ２．授業担当教員 太田 信夫 

４．授業形態 講義、講読演習、実験実習を、適宜行う ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

Dynamic Cognitive Processes (Eds. N.Ohta, C.M.MacLeod, B.Uttl, 2005, Springer)をテキストとし、

受講生は認知心理学の小実験を計画から実施、レポート作成まで行う。本書は、国際的に現在アクティブ

に認知研究をしている数十名の研究者が、各自の最新の研究を紹介し、理論的な考察を展開している。受

講生は、本書を参考にして、各自の興味のある研究を取り上げ、実験を遂行する。本授業では、認知心理

学の国際的な研究動向の把握、認知心理学実験の遂行能力と認知心理学的思考能力の向上を主な目的とす

る。 

８．学習目標 
テキストを読み、内容をよく理解する。 

実験を行い、レポートにまとめる。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

テキストの内容について、レジュメを作成すること。 

自分の行った実験について、目的、方法、結果、考察に関してレポートにまとめること。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】 

Dynamic Cognitive Processes (Eds. N.Ohta, C.M.MacLeod, B.Uttl, 2005, Springer) 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

認知心理学的な知識と技能がどれだけ身についたかが、主要な規準となる。 

○評定の方法 

テキストのレジュメ、実験レポート、出席状況について、評価をする。 

課題研究―60％、授業出席・授業態度―40% 

 

12．受講生への 

メッセージ 

心理学研究の難しさ、面白さ、楽しさを実感してほしい。 

13．オフィスアワー 授業終了後、3 時間程度 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ Chapter 11  Conscious and Unconscious Processes in Hypermnesia(pp.249-271)－１ 

 
【学習の目標】 本論文の概略をつかむ。 

【学習の内容】 Introduction 

【学習の課題】 Introduction をまとめる。 

2 . テ ー マ Chapter 11  Conscious and Unconscious Processes in Hypermnesia(pp.249-271)－２ 

 
【学習の目標】 レミニッセンスの概念を説明できる。 

【学習の内容】 Reminiscence is the Product of Conscious Searches 

【学習の課題】 学習内容をまとめる。  

3 . テ ー マ Chapter 11  Conscious and Unconscious Processes in Hypermnesia(pp.249-271)－３ 

 
【学習の目標】 レミニッセンスと意識の関係について説明できる。 

【学習の内容】 Reminiscence Does Not require Conscious Searches 

【学習の課題】 学習内容をまとめる。 

4 . テ ー マ Chapter 11  Conscious and Unconscious Processes in Hypermnesia(pp.249-271)－４ 

 
【学習の目標】 本論文の結論について説明できる。 

【学習の内容】 Conclusion 

【学習の課題】 Conclusion をまとめ、コメントをする。 

5 . テ ー マ Chapter 9  Encoding Deselection and Long-Term Memory(pp.191-217)－１ 

【学習の目標】 本論文の概略をつかむ。 

【学習の内容】 Introduction 

【学習の課題】 Introduction をまとめる。  

6 . テ ー マ Chapter 9  Encoding Deselection and Long-Term Memory(pp.191-217)－２ 

【学習の目標】 記憶と注意分割の関係について説明できる。 

【学習の内容】 Varieties of Memory and division of attention 

【学習の課題】 学習内容をまとめる。  

7 . テ ー マ Chapter 9  Encoding Deselection and Long-Term Memory(pp.191-217)－３ 

【学習の目標】 非選択と意識の関係について説明できる。 

【学習の内容】 Consequences of deselection  

【学習の課題】 学習内容をまとめる。 

8 . テ ー マ Chapter 9  Encoding Deselection and Long-Term Memory(pp.191-217)－４ 

【学習の目標】 非選択 効果について説明できる。 

【学習の内容】 deselection effects 



 

 

【学習の課題】 学習内容をまとめる。 

9 . テ ー マ 実験実習（１） 

【学習の目標】問題の所在を明確にする。  

【学習の内容】目的と仮説を立てる。   

【学習の課題】目的と仮説についてまとめる。 

1 0 . テ ー マ 実験実習（２） 

【学習の目標】方法を明確にする。 

【学習の内容】適切の方法について学ぶ。 

【学習の課題】方法についてまとめる。 

1 1 . テ ー マ 実験実習（３） 

【学習の目標】実験計画を精練する。 

【学習の内容】実験計画の立て方について学ぶ。 

【学習の課題】実験計画についてまとめる。 

1 2 . テ ー マ 実験実習（４） 

【学習の目標】実験の準備ができる。  

【学習の内容】実験材料、実験装置などの作成について学ぶ。  

【学習の課題】実験の準備についてまとめる。   

1 3 . テ ー マ 実験実習（５） 

【学習の目標】実験の実施ができる。  

【学習の内容】実験の実施  

【学習の課題】実験結果とその分析についてまとめる。 

課題研究１ 

 

課題テーマ：実験実習の報告に関して、PP(パワーポイント)を作成し、発表する。 

実施時期：第 13 回授業後に実施する。 

提出期限：第 13 回授業の 1 週間後に提出する。提出１週間後 添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：質疑応答や意見交換などから学んだことをまとめる。 

 

課題研究２ 

 

課題研究テーマ：実験実習の報告として、論文にまとめなさい。 

レポート形式：A4 数枚 

実施時期：研究課題１の発表後に実施する。 

提出期限：PP での発表１週間後に提出する。提出１週間後 添削指導・質疑応答・意見交換を行う。 

事後学習：質疑応答や意見交換などから学んだことをまとめる。 

 

 

 

  



 

 

１．科目名（単位数） 臨床心理査定特殊研究 （2 単位） 

３．科目番号 

 

PSMP7256 

 ２．授業担当教員 織田 正美 

４．授業形態 演習と実習を中心に行う ５．開講学期 春期 

６．履修条件・ 

他科目との関係 
履修条件は特になし 

７．講義概要 

臨床心理査定の中心になっている心理検査法の信頼性、妥当性、実用性について研究する。また、心理

検査の標準化について研究し、既存のテストの信頼性、妥当性、実用性について比較検討する。なお、知

能・人格・適性検査の実習を行う。 

８．学習目標 

1.臨床心理査定を大学及び大学院で指導できる教員は数少ない。そこで大学及び大学院で 1 年間指導できる

よう実力をつける。 

2.各種心理検査の標準化ができるように実力をつける。 

3.各種心理検査を実習し、診断・相談できるようにする。 

９．アサイメント 

（宿題）及びレポー

ト課題 

1.各種心理検査を実際に実施できるよう各回責任をもって指導する。 

2.心理検査を作成の具体的な手順についての、レポートを提出する。 

3.既存の心理検査を 3 種類比較・検討してレポートとして提出する。 

10．教科書・参考書 

・教材 

【教科書】松原達哉『心理テスト法入門』日本文化化学社 

【参考文献】赤木愛知・池田央監訳 1993『教育・心理検査法のスタンダード』図書文化（入手不可） 

11．成績評価の規準と

評定の方法 

○成績評価の規準 

学習目標を達成できているか 

○評定の方法 

成績は発表の内容とレポートと出席点を総合して評価する 

12．受講生への 

メッセージ 

1.大学・大学院で臨床心理検査の講義・演習を受け持って指導できるように実力をつける。 

2.新しい心理検査を標準化できるようになる。 

3.心理検査についての倫理を学習する。 

13．オフィスアワー 火曜日 9:00～12:00 

14. 学習の展開及び内容【テーマ，学習の目標，学習の内容，キーワード，学習の課題，学習する上でのポイント等】 

1 . テ ー マ 全体の説明（臨床査定法とポジティブ心理学） 

2 . テ ー マ 臨床心理査定について定義、面接法、観察法、調査法について研究する 

3 . テ ー マ 望ましい心理検査の条件（1）妥当性 （2）信頼性 （3）実用性を研究する 

4 . テ ー マ 主な心理検査について（1）妥当性 （2）信頼性 （3）実用性を研究する 

【学習の目標】 臨床心理査定法の本質について理解する。 

【学習の内容】 臨床心理査定法の歴史、種類、個別の内容について。「概容と要点」を学ぶ。 

【キーワード】 心理査定法、心理検査法の客観性、信頼性、妥当性、実用性、フィードバック、倫理、自己・他者評価に伴う 

        各種のバイアス 

【学習の課題】 上記の学習内容をふまえて臨床心理査定法の「概容・要点」を習得する。 

【参考文献】  松原達哉「心理テスト法入門」日本文化化学社 

赤木愛知・池田央監訳 1993「教育・心理検査法のスタンダード」図書文化（入手不可） 

【学習する上での留意点】 査定法の「客観性」を理解し、主観的な自己評価や他者評価の際のバイアス理解（誤った判断）を 

             なくすようにすること。 

5 ～ 6 . テーマ 心理検査の標準化手順について研究する 

7～11.テーマ 各種の臨床検査の実習と検討する 

【学習の目標】 臨床心理査定法の本質について理解する。 

【学習の内容】 臨床心理査定法の標準化・作成方法。 

【キーワード】 標準化、客観性、信頼性、妥当性 

【学習の課題】 上記学習の内容をふまえて、臨床心理査定法のあり方を習得する。 

【参考文献】  松原達哉「心理テスト法入門」日本文化化学社 

赤木愛知・池田央監訳 1993「教育・心理検査法のスタンダード」図書文化（入手不可） 

【学習する上での留意点】 とくに臨床心理査定法の「客観性」について理解する。 

1 2 . テ ー マ 臨床査定結果のポジティブなフィードバック 

1 3 . テ ー マ 心理査定法の臨床場面における利用法 

課題研究１ 

課題研究テーマ：心理査定と倫理について、レポートにまとめなさい。詳細については、授業時に説明する。 

【学習の目標】 臨床心理査定法の具体的な方法を実際に体験学習（実習）する。 

【学習の内容】 既存の性格（人格）検査法、発達検査法、適性検査法など、また質問紙法、投影法の相違点など

について、学習し実際に授業中に実習し、客観的な自己評価（診断）、他者評価（診断）の方法を

学ぶ。何種類かの代表的な心理検査（診断法）を実施する。また、他者への実施結果のフィード

バックのしかたの留意点、心理査定（診断）法の倫理上の問題についても学習し、臨床場面での

応用に役立てる。 

【キーワード】 心理検査（診断法）、性格（人格）、知能、発達、適性、質問紙、フィードバック投影法、倫理 

【学習の課題】 実際に査定（診断）法を体験学習することにより、臨床心理査定の重要なポイントはなにかを学

び、様々な領域の臨床現場の実践に役立てる。 

【参考文献】  松原達哉 心理テスト法入門 日本文化化学社 

赤木愛知・池田央監訳 1993 教育・心理検査法のスタンダード 図書文化（入手不可） 

【学習する上での留意点】 とくに臨床現場における心理査定法の実践に役立てること。 

レポート形式や提出期限：授業の際に口頭で伝えることとする。 



 

 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめ考察を深める。 

課題研究２ 

課題研究テーマ：全体のまとめについて、レポートにまとめなさい。詳細については、授業時に説明する。 

【学習の目標】 臨床心理査定法の具体的な方法を実際に体験学習（実習）する。 

【学習の内容】 既存の性格（人格）検査法、発達検査法、適性検査法など、また質問紙法、投影法の相違点など

について、学習し実際に授業中に実習し、客観的な自己評価（診断）、他者評価（診断）の方法を学ぶ。何種類かの

代表的な心理検査（診断法）を実施する。また、他者への実施結果のフィードバックのしかたの留意点、心理査定

（診断）法の倫理上の問題についても学習し、臨床場面での応用に役立てる。 

【キーワード】 心理検査（診断法）、性格（人格）、知能、発達、適性、質問紙、フィードバック投影法、倫理 

【学習の課題】 実際に査定（診断）法を体験学習することにより、臨床心理査定の重要なポイントはなにかを学

び、様々な領域の臨床現場の実践に役立てる。 

【参考文献】  松原達哉 心理テスト法入門 日本文化化学社 

赤木愛知・池田央監訳 1993 教育・心理検査法のスタンダード 図書文化（入手不可） 

【学習する上での留意点】 とくに臨床現場における心理査定法の実践に役立てること。 

レポート形式や提出期限：授業の際に口頭で伝えることとする。 

提出後、添削指導・質疑応答・意見交換を授業終了後に教室で行う。 

添削内容等について引き続き質問がある場合は、その後も毎回の授業で随時受け付け適宜指導する。 

事後学習：レポート作成と添削指導・質疑応答・意見交換を通し学んだことをまとめ考察を深める。 

 

 


