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人間社会学部
心理学科昭和女子大学

Logical Thinking
人のこころと行動を科学的に理解する力

Communication
理解しあう力

Teamwork
問題意識をもち周囲と協力していく力

Problem Solving
人や社会の問題に取り組む力

Faculty of Human and Social Sciences

Showa Women’s University

心理学科での独自のキャリア支援

心理学科卒業生の就職・進学実績（2020年度5月現在）

大学院心理学専攻修了生の就職実績（2011年度以降）
「心理学科での生活をもっと知りたい！」と思ったら・・・

学寮研修特別授業
「キャリア・ディベロップメント」支援 1～3年生全員 1年生～4年生の希望者

1年生～4年生の希望者

1年生～4年生の希望者

学寮研修中に、１・２年生は外部講師によるワークショップ形式
の体験的な特別授業を行い、主体的に将来のキャリアデザイン
を形成する基礎力を養います。3年生は、学寮研修前に小グ
ループで行ったさまざまな業界研究の成果を発表し合います。

Campus life
大学生活

Career support
キャリア支援

心理専門職ガイダンス

公務員の心理専門職に従事している方（例：少年鑑別所の心理
技官、法務教官、障害者職業カウンセラーなど）から、職務内
容、やりがいなどについて、お話を伺います。

心理学科公務員対策セミナー

外部講師により、国家公務員、地方公務員の試験制度、職種と
仕事内容などについて、全体的なガイダンスが行われます。行
政・事務職だけでなく心理職についても紹介され、公務員の仕
事の全体像をつかむことができます。

2年生全員と他学年の希望者心理学科OGメンターカフェ

一般企業や公務員として活躍中の心理学科OGと大学院心理
学専攻の院生を講師として、①就職活動の実際と現在の仕事
内容、②心理学科での学びがどのように仕事に活かされている
か、③大学院受験と院生としての学び、について話していただき
ます。その後、小グループに分かれて講師と交流します。

大学院生と学部2年生以上の希望者

臨床現場ではたらくＯＧと語る会

臨床の現場で働く心理臨床専門家のOGと院生が臨床の仕事
について語り合う会に、学部２年生以上の希望者も参加し、心
理臨床現場の実際について知ることができます。

内部進学ガイダンス

大学院心理学専攻への進学についてガイダンスが行われます。
設置されている2つの講座の特徴、公認心理師および臨床心理
士資格への対応状況、推薦入試および一般入試制度、過去の
進学状況等について、具体的に知ることができます。

【総合職】パーソルテンプスタッフ（株）/住友林業レジデンシャル（株）/ネッツトヨタ栃木（株）/（株）ローソン　【準総合職】アコム（株）（三菱ＵＦＪフィナ
ンシャル・グループ）　【一般職】三菱ＵＦＪ不動産販売（株）/ＡＬＳＯＫビルサービス（株）/（株）かんぽ生命保険/（株）村田製作所　【販売職】ゴールドフ
ラッグ（株）　【営業職】東京ガス横浜中央エネルギー（株）　【技術職】ヤマトシステム開発（株）/（株）ＪＡＬインフォテック　【福祉職】公益財団法人児童
育成協会　【サービス職】（株）星野リゾート・マネジメント/アパホテル（株）/ＡＮＡエアポートサービス（株）　【公務員】東京都世田谷区/埼玉県川口市
【大学院】昭和女子大学大学院生活機構研究科心理学専攻

【保健医療】総合病院、診療所（精神科・心療内科 等）/精神保健福祉センター　【福祉】都道府県職員（福祉職）/社会福祉法人療育センター（児童指導
員）　【教育】国立大学教員（助教）/私立大学学生相談室（心理カウンセラー）/教育･学校サポートセンター（相談員）/公立中学校（スクールカウンセ
ラー）/教育委員会（学校包括支援員 等）　【その他】公務員（一般行政）

2年生以上の希望者心理学検定

心理学検定は、日本心理学諸学会連合が行っている心理学の
知識・能力を測る検定です。学科では、検定料の補助や検定合
格に向けた対策講座を実施しています。大学で学んだ心理学の
基礎知識を客観的に確認できます。

3年生全員就職内定者・進学予定者との座談会（２回実施）

4年生の就職内定者と大学院進学予定者を講師として、就職活
動や大学院受験のホットな体験談を話してもらった後、小グ
ループに分かれて交流し、具体的な質問をしたりアドバイスを
受けたりすることができます。

98.8%
就職率

就職希望者に対する就職者の割合：
2020年5月現在

ボストン１５週間プログラム・
ボストンサマーセッション

マサチューセッツ州ボストンにある昭和ボストンに滞在し，学

ぶことができます。１５週間プログラムでは，集中的な英語学習

に加えて，アメリカ文化・歴史についての課外学習や地域の

人々との関わり等を通して，グローバルな視点を養います。サ

マーセッションは，夏季休暇を使って約４週間行います。英語学

習の他，心理学の最先端の現場を訪問して体験的に学びます。

新入生歓迎オリエンテーション

入学して間もない新入生に、上級生が「お茶会」と「夕食会」を

企画します。「お茶会」では、履修登録やサークルなどのアド

バイスを受けることができます。「夕食会」では大学行事や教

員紹介を行います。これらの企画によって友人や頼れる先輩

もでき、安心して大学生活がスムーズに開始できます。

学寮研修

年に1回、大学の宿泊施設において3泊4日の研修を行いま

す。学生が主体的に考え行動し、集団生活を運営することを

通して、リーダーシップのとり方や協力しあうことを体験的に

学びます。また、キャリア開発のワークショップや交流会など

を通じて、新しい自分や仲間と出会い、人間的な成長を目指

します。

心理学科ブログ随時更新中です。

昭和ボストンの建物

「お茶会」で上級生からアドバイスを受けている様子

大学の宿泊施設「東明学林」から見える富士山



4分野の基礎を学び、
心理学の研究方法と出会う

→アメリカ心理学研修 →心理支援コミュニティ・サービスラーニング
→心理学総合演習A・B・C・D　

→卒業論文

→心理学入門演習

→心理学実験

→心理学統計法

→心理学概論

→発達心理学

→社会心理学概論

→臨床心理学概論

→心理学研究法

→データ解析Ⅰ

→データ解析Ⅱ

→心理検査法実習

→心理学外書講読
→心理演習
→心理実験法実習
→質問紙調査法実習
→心理調査課題演習

→心理学専門演習Ⅰ →心理学専門演習Ⅱ

※ピンク字は必修科目

関心ある分野での知識を深め、
研究スキルを磨く

心理的アセスメント
精神疾患とその治療
心理学的支援法

人体の構造と機能及び疾病
健康・医療心理学
福祉心理学

犯罪臨床心理学
精神分析理論

観光心理学社会・集団・家族心理学
司法・犯罪心理学
産業・組織心理学

→公認心理師の職責
→関係行政論 →心理実習

対人関係論
広告と消費の心理学
災害の社会心理学

乳幼児心理学
児童心理学
青年心理学

心理臨床カウンセラー キャリアコンサルタント

スクールカウンセラー

心理系公務員

公認心理師受験資格（大学院修了後） 

認定心理士(心理調査)資格 高等学校教諭一種（公民）

臨床心理士受験資格（大学院修了後） 社会調査士資格 

社会調査士とは？

消費者マーケティング 

商品企画

広告デザイン

研究職

児童指導員（任用資格）

システム開発

製品開発

教材開発

社会福祉主事（任用資格）

こども関連（おもちゃ・教育・こども服等）

対人援助職（高齢者介護・児童福祉施設等）

マスコミ

人事・研修

産業カウンセラー

家族心理学
教育・学校心理学
障害者・障害児心理学

学んだスキルを実習で実践、
ゼミで研究指導開始

集大成の卒論と、
将来のキャリアに合わせた履修

心理学科での学びと関連する職業

取得できる資格

国家資格「公認心理師」

臨床
心理学分野

社会
心理学分野

発達
心理学分野

認知
心理学分野

社会調査士

「社会調査士」は、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市
場の動きを読み解き、社会事象等をよく理解できる「調査の専
門家」です。

公認心理師とは？

2017年9月に公認心理師法が施行されたのに伴って誕生した、
心理職として初の国家資格です。

取得方法は？

大学において必要な科目を修めて卒業し、かつ、大学院におい
て必要な科目を修めて課程を修了することが基本となります。心
理学科では、2018年度入学者から公認心理師資格に対応した
新カリキュラムとなりました。また、心理学科の卒業生は、学内推
薦入試や一般入試を経て、大学院心理学専攻に進学できます。

どこで活かせるの？

現代社会において、人々のかかえる心の健康問題は複雑かつ多
様になっています。今までのような身近な人に相談するという対
処法では解決せず、トレーニングを受けた専門家による対応が
求められるようになってきました。保健医療、福祉、教育、司法・犯
罪、産業・労働など多くの分野で活躍が期待されています。

認定心理士（心理調査）とは？

「認定心理士（心理調査）」は、同じく日本心理学会が、調査・実
験・観察・面接等の知識や技術を用いて、人の心や社会につい
て理解する専門家であることを認定する資格です。

認定心理士とは？

「認定心理士」は、公益社団法人日本心理学会が認定する心理
学の基礎資格です。4年制大学で心理学の標準的な基礎知識
と基礎技能を修得していることを認定するものです。

取得方法は？

とてもよく似た名前の資格ですが、実は「認定心理士」に必要な
科目に、実践領域の科目を追加履修すれば、「認定心理士(心理
調査)」の資格を申請できます。本学心理学科はカリキュラム認
定を受けており、心理学科学生は必要科目の単位を取得するこ
とで、これらの資格の申請ができます。「認定心理士(心理調
査)」の資格を申請すると、同時に「認定心理士」の資格も認定さ
れます。実践領域の科目を履修しない場合は、「認定心理士」の
資格を申請できます。

どこで活かせるの？

「認定心理士」は、大学で心理学を学んだことの証明になりま
す。「認定心理士(心理調査)」は、社会で心理学を活用できるこ
との証明になります。たとえば、「消費者にとって魅力的な商品
を開発して売り上げを伸ばしたい」と考えた時に、心理調査のス
キルが必要です。消費者のニーズは？魅力的なデザインは？使
いやすさとは？おいしさとは？効果的なPR方法は？このような疑
問に対して、心理学では様々な方法を使って人の心にアプロー
チします。「認定心理士（心理調査）」は、このような多面的な知
識や技術を各種の仕事に活かすことができる資格です。

どこで活かせるの？

調査研究を専門とする企業、新聞社、放送局の調査部門、企業
や自治体の調査部門など、調査の専門家として活かせる資格で
す。そのほかにも「ネットの顧客の意見をききたい」「従業員の
意見をきくための調査を考えて分析したい」など、多様な場面
で活用できる、実践的な資格です。

取得方法は？

心理学科学生は、必修2科目プラス選択４科目の単位を取得す
れば、「調査企画から報告書作成までの社会調査の全過程」を
学習することができます。その中で、基本的な調査方法や分析手
法の妥当性、またその問題点を指摘するスキルを身につけます。

認定心理士・認定心理士（心理調査）

実
践

方
法
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概
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演
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各
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資格科目（公認心理師）※

臨床

社会

発達

感情・人格心理学
知覚・認知心理学
学習・言語心理学

神経・生理心理学
思考心理学認知

Curriculum

こころを理解する様々な「眼」を養う

カリキュラム

豊富な実習の機会で人と関わるスキルを磨く

現実問題へ心理学的にアプローチする

2018年度入学者カリキュラムより、
国家資格「公認心理師」（受験資格）に対応開始しました。

Point

・ 心理学の主要な分野である認知・臨床・社会・発達の4領域を網羅する多数の科目を開講しています。

・ コース分けせず、4分野を一通り学んでから次第に専攻する分野を深めていきます。

   関心に応じて複数分野の並行履修も可能です。

・ 地域と関わる「心理学総合演習」「心理支援コミュニティ・サービスラーニング」、「卒業論文研究」を通して、

   現実の問題に心理学がどのように貢献できるのかを考えます。

・ 実験や調査、心理検査など心理学の研究と実践に必要なスキルを身につける実習科目が豊富に用意されています。

1年次 2年次 3年次 4年次

認定心理士資格

公認心理師
受験資格

認定心理士
（心理調査）

高等学校教諭一種
（公民）

社会調査士認定心理士

学芸員 社会福祉主事
（任用資格）

児童指導員
（任用資格）

日本語教員
（大学認定証）

図書館司書・
司書教諭

※公認心理師資格取得を目指す者
は、※欄の科目の他、学科開設科
目のうち資格の指定科目を履修
することが必要です。


