
講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U370100101 心理学概論 4 通年 村田　光二

U370101201 心理学研究法Ⅰ（心理学統計法） 4 通年 孫　媛

U370102101 心理学研究法Ⅱ 4 通年 今井　久登

U370103101 心理学演習ⅠＡ 心理学基礎演習 4 通年 竹綱　誠一郎

U370103102 心理学演習ⅠＢ 心理学基礎演習 4 通年 山本　政人

U370103103 心理学演習ⅠＣ 心理学基礎演習 4 通年 川嵜　克哲

U370103104 心理学演習ⅠＤ 心理学基礎演習 4 通年 今井　久登

U370104101 心理学演習ⅡＡ 心理学文献講読の基礎 4 通年 伊藤　研一

U370104102 心理学演習ⅡＢ 心理学文献講読の基礎 4 通年 角尾　美奈

U370104103 心理学演習ⅡＣ 心理学文献講読の基礎 4 通年 藏本　知子

U370104104 心理学演習ⅡＤ 心理学文献講読の基礎 4 通年 井上　真由美

U370105201 心理学実験演習ⅠA（心理学実験） 4 通年 宮崎　弦太

U370105301 心理学実験演習ⅠB（心理学実験） 4 通年 秋山　史子

U370106201 心理学実験演習ⅡA（心理学研究法） 4 通年 竹綱　誠一郎

U370106301 心理学実験演習ⅡB（心理学研究法） 4 通年 山本　政人

U370106401 心理学実験演習ⅡC（心理学研究法） 4 通年 北山　純

U370106501 心理学実験演習ⅡD（心理学研究法） 4 通年 宮崎　弦太

U370200101 学習・認知心理学ゼミナールA
認知心理学の実際：立案から論文
執筆まで

4 通年 今井　久登

U370200102 ○学習・認知心理学ゼミナールB 4 第２学期 岡田　猛 週2回

U370200103 学習・認知心理学ゼミナールC 連合学習研究の理論と実際 4 通年 澤　幸祐

U370200104 学習・認知心理学ゼミナールD
定型発達者および非定型発達者の
高次認知過程

4 通年 米田　英嗣

U370201201 発達・教育心理学ゼミナールA
教育心理学に関する研究テーマの
動向を探求する

4 通年 竹綱　誠一郎

U370201202 発達・教育心理学ゼミナールB
青年期ならびに人生におけるアイデ
ンティティ

4 通年 宮下　一博

U370201203 発達・教育心理学ゼミナールC 4 通年 遠藤　利彦

U370201204 発達・教育心理学ゼミナールD 言語と認知・発達・教育 4 通年 久野　雅樹

U370202201 臨床心理学ゼミナールA（心理演習） 4 通年 伊藤　研一

U370202301 臨床心理学ゼミナールB（心理演習） 4 通年 川嵜　克哲

U370202401 臨床心理学ゼミナールC（心理演習） 4 通年 林　公輔

U370202501 臨床心理学ゼミナールD（心理演習）
心理的支援の基礎知識とコミュニ
ケーション・スキル

4 通年 吉川　眞理

U370202601 臨床心理学ゼミナールE（心理演習） 心理療法の基礎と老年臨床心理学 4 通年 北山　純

U370203101 社会心理学ゼミナールA 対人関係と対人過程の社会心理学 4 通年 宮崎　弦太

U370203102 社会心理学ゼミナールB 社会的認知の心理学 4 通年 村田　光二

U370203104 社会心理学ゼミナールD 意思決定の心理学 4 通年 竹村　和久

U370300201 学習心理学（学習・言語心理学） 4 通年 濱村　良久

U370310501 認知心理学（知覚・認知心理学） 4 通年 上野　泰治

U370320301 教育心理学（教育・学校心理学） 4 通年 竹綱　誠一郎

U370330201 発達心理学 発達研究の歴史的展開 4 通年 山本　政人

U370341001 臨床心理学（心理学的支援法） 2 第２学期 伊藤　研一

U370341301 臨床心理学（障害者・障害児心理学） 2 第２学期 中島　由宇

U370341401 臨床心理学（臨床心理学概論） 4 通年 川嵜　克哲

U370341501 臨床心理学（心理療法の理論と実践） 2 第１学期 北山　純

U370350201 性格心理学（感情・人格心理学） 2 第１学期 吉川　眞理

U370350301 性格心理学（心理的アセスメント） 2 第２学期 吉川　眞理

U370360201 社会心理学（社会・集団・家族心理学） 4 通年 宮崎　弦太
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U370370201 産業心理学（産業・組織心理学） 2 第２学期 室山　晴美

U370380301 生理心理学（神経・生理心理学） 行動調節の生物学的基盤 2 第１学期 近藤　保彦

U370401101 職業指導概論 4 通年 室山　晴美

U370513101 心理学特殊講義（精神疾患とその治療） 2 第２学期 林　公輔

U370514001 心理学特殊講義（司法・犯罪心理学） 4 通年 越智　啓太

U370515801 心理学特殊講義（消費者心理学） 2 第２学期 山田　一成

U370515901
心理学特殊講義（行動経済学と意思決定の心
理学）

2 第１学期 井垣　竹晴

U370516001
心理学特殊講義（認知心理学の刑事司法プロ
セスへの応用）

2 集中（第１学期） 伊東　裕司

U370516101 心理学特殊講義（トラウマからの心理的回復） 2 第１学期 金　吉晴

U370516201 心理学特殊講義（記憶の認知心理学） 2 第１学期 今井　久登

U370516301 心理学特殊講義（意識と無意識の認知心理学） 2 第２学期 今井　久登

U370516401 心理学特殊講義（言語発達の心理学 ） 2 第１学期 針生　悦子

U370516501 心理学特殊講義（青年期の心理的発達） 4 通年 宮下　一博

U379100101 公認心理師基礎論（公認心理師の職責） 2 第１学期 伊藤　研一

U379100201
公認心理師基礎論（人体の構造と機能及び疾
病）

2 第１学期 林　公輔

U379100301 公認心理師基礎論（関係行政論）
人間・子どもの臨床・発達・援助に
関する権利＝法と政策

2 第２学期 宮盛　邦友

U379200101 応用心理学（健康・医療心理学） 2 第２学期 前田　基成

U379200201 応用心理学（福祉心理学） 2 第２学期 北山　純

U379300101 心理実習A 2 通年 林　公輔

U379300102 心理実習B 2 通年 吉川　眞理

外国語講読（英語）（英：現代研究コース演習D） 注1）

外国語講読（英語）（英：英語文化コース演習E） 注2）

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コース　専門
演習（１））

注3）

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コース　専門
演習（２））

注3）

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コース　専門
演習（３））

注3）

外国語講読（独語）（ド：言語・情報コース　専門
演習（４））

注3）

外国語講読（仏語）（フ：フランス語圏文化演習
（言語・翻訳）Ａ）

注4）

外国語講読（仏語）（フ：フランス語圏文化演習
（言語・翻訳）Ｂ）

注4）

外国語講読（中国語）（文共：漢語原書講読） 注5）

注3）ドイツ語圏文化学科授業科目「言語・情報コース　専門演習（１）～（４）」をもって読み替える。 ※言語・情報コース　専門演習（１）～（４）のシラバスを参照すること

注4）フランス語圏文化学科授業科目「フランス語圏文化演習（言語・翻訳）Ａ・Ｂ」をもって読み替える。 ※フランス語圏文化演習（言語・翻訳）Ａ・Ｂのシラバスを参照すること

注5）文学部各学科共通授業科目「◇漢語原書講読」をもって読み替える。 ※◇漢語原書講読のシラバスを参照すること

◇印は大学院授業科目であるが、学部の授業科目として履修することができる。

注1）英語英米文化学科授業科目「現代研究コース演習D」をもって読み替える。 ※現代研究コース演習Dのシラバスを参照すること

注2）英語英米文化学科授業科目「英語文化コース演習E」をもって読み替える。 ※英語文化コース演習Eのシラバスを参照すること


