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建学の精神
　創立者マザー テレジア ゲルハルディンガーが、イエス･キリスト
の福音に基づいてめざした教育の精神に沿って、神に創造され、愛
されている学生一人ひとりのもつ可能性が完全に開花され、平和な
地球社会の発展に貢献できる人間の育成をはかる。

教育理念
『徳と知』をモットーとする全人教育
　カトリック精神に基づき、「人が変われば、世界も変わる。」とい
う信念をもって、次のような知性と品格をそなえた学生の育成を目
指す。誰もが神に愛され、互いに愛し合うかけがえのない尊い存在
であることを理解し、知性を磨き、自分で考え、判断し、選びとる
力をそなえた自律した人間となる。そして、多様な人間同士の、また、
人と自然との共生の大切さを知り、そのために行動できる人となる。

行動指針
ミッションコミットメント

「ノートルダム」はキリストの母、聖母マリアのことです。
「ノートルダム」を校名にいただく私たちは、
「徳と知」の精神のもと、聖母マリアにならって、
人としての成長を目指します。

『尊　　ぶ』　人と自分、物と自然の全てに敬意をもって向き合う。
『対話する』　心をこめて聴き、かかわりから学び、真理を探究する。
『共感する』　心を開き、人や時代の要請に敏感な感性をもつ。
『行動する』　対話し、決断し、責任をもって
　　　　　　人々の幸せと世界平和のために行動する。

神への深い信頼が聖母マリアをこのような生き方へと導きました。
私たちも、人間を超える大きな力に支えられている確信がもてます
ように。

建学の精神・理念
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歴史・沿革
1833	 	マザーテレジア・ゲルハルディンガーによって、ドイツのババリア王国にノートルダム教育修道女会創立
	 以降、ヨーロッパで、学校、幼稚園、障がい者の介護等の教育活動に携わる
1847	 	マザーテレジア・ゲルハルディンガーと４人のシスターが渡米
	 さまざまな困難と闘いながら、貧しい移民の子どもたちの教育に携わる
1948	 	米国セントルイスからノートルダム教育修道女会のシスター	メリー	ユージニア（初代学長）ら４人のシスタ

ーが京都に派遣される
1951	 学校法人ノートルダム女学院設立
1961	 ノートルダム女子大学創立
	 文学部英語英文学科開設
	 シスター	メリー	ユージニアレイカー　初代学長に就任
1963	 文学部生活文化学科開設
1971	 創立10周年記念式典
1977	 シスター	メリー	マイクル田代	梅	第２代学長に就任
1979	 本学から海外への留学始まる
1981	 創立20周年記念式典
1986	 創立25周年記念式典
1991	 キリスト教文化研究所開設　コンピュータセンター開設
	 創立30周年記念式典
1993	 水越	治	第３代学長に就任
1994	 視聴覚教育センター開設　ユニソン会館完成
1996	 本多	正昭	第４代学長に就任
1998	 梶田	叡一	第５代学長に就任
1999	 大学名を「京都ノートルダム女子大学」と改称
2000	 文学部を人間文化学部に名称変更
	 人間文化学科、生活福祉文化学科、生涯発達心理学科開設
	 海外からの留学生受入始まる
2001	 学術情報センター開設（図書館、視聴覚教育センター、コンピュータセンターを再構築）
	 創立40周年記念事業開催（記念式典、国際シンポジウム等）
2002	 大学院人間文化研究科応用英語専攻（修士課程）開設
	 国際交流センター開設
2003	 マリア館完成
	 大学院人間文化研究科生涯発達臨床心理学専攻（修士課程）開設
	 心理臨床センター開設
	 カトリック教育センター開設（キリスト教文化研究所より名称変更）
2004	 相良	憲昭	第６代学長に就任
	 大学院人間文化研究科生活福祉文化専攻（修士課程）開設
	 言語学習センター開設（学術情報センター言語学習サポートから独立）
2005	 	心理学部心理学科開設（生涯発達心理学科を改組）、大学院心理学研究科発達・学校心理学専攻（博士前期課程）、

臨床心理学専攻（博士前期課程）開設（生涯発達臨床心理学専攻（修士課程）を改組）、心理学専攻（博士後
期課程）を開設、大学院人間文化研究科人間文化専攻（修士課程）開設

2007	 生活福祉文化学部開設
2008	 （財）大学基準協会の認証評価を受審、適合認定を受ける（認定期間：2009-2016年）
2009	 藪内	稔	第７代学長に就任
	 京都工芸繊維大学と包括協定を締結
2010	 キャリアセンター開設
2011	 創立50周年記念事業開催（記念式典、記念講演会、ホームカミングデー等）
	 国際教育センター開設
	 「北山キャンパス総合整備計画」の一環としてノートルダム館（京都工芸繊維大学内）完成
2012	 京都府立医科大学と包括協定を締結
	 （財）大学基準協会認証評価（2008年度受審）改善報告書・完成報告書を提出
2013	 芹田	健太郎	第８代学長に就任
	 心理学部心理学科現代心理専攻開設（発達心理専攻より名称変更）
2014	 新ユージニア館完成
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学　則
京都ノートルダム女子大学

第１条 京都ノートルダム女子大学は、 教育基本法及び学校教育法の規定に基づき、深く専門の学芸を
教授研究するとともに、カトリック精神及び日本文化の優れた伝統を体し、教養高き女性を育成して
我が国文化の推進に寄与することを目的とする。

２． 人間文化学部は、言語・歴史・文学・思想・芸術・倫理・宗教など、人々の生活形成の様式と
内容の総体である「文化」という視点から、「人間」存在の意味やその営為のありさまを学際
的に学び、文化の多様性を理解し、異文化に対する寛容な国際感覚を身につけ、幅広く社会に
貢献できる人材を育成することを目的とする。

　　（1） 英語英文学科は、高度な言語運用能力を涵養し、異文化の中でも力を発揮できる柔軟で教
養豊かな国際的人材を育成することを目的とする。

　　（2） 人間文化学科は、わが国固有の伝統文化を理解し、人類が長い歴史の中で生み出してきた文
化の多様性を尊重しながら、さまざまな分野において、文化の創造・発展・継承に積極的に
寄与することのできる幅広い知識と教養を身につけた人材を育成することを目的とする。

３． 心理学部は、心理学の基礎知識や技能を習得し、さらに現代社会の要請に応じた実践的問題解
決能力を身につけた人材を育成することを目的とする。

４． 生活福祉文化学部は、現代人の暮らしを生活文化と生活福祉の両面から複合的に学び、幅広い
知識と科学的な洞察力を備えることで、豊かで質の高い生活を営み、さらに質の高い社会を創
造する支援者として活躍できる人材を育成することを目的とする。

京都ノートルダム女子大学学則より抜粋（第１条 目的）

京都ノートルダム女子大学大学院

第１条 京都ノートルダム女子大学大学院は、「徳と知」（Virtus et Scientia）で示されるカトリックの
建学の精神に基づき、学部教育を基礎として、学術的な理論及び応用に関する教育研究を行う。

２． 人間文化研究科においては、人間文化に対する深い理解を研究の背景とし、国際化・情報化の
時代に求められる広い視野と高度の専門性を要する職業などに必要な実践的能力の涵養を目指
し、地域及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

３． 心理学研究科においては、科学的方法論に立脚した客観的学問としての心理学を学び、心の発達・
教育及び心理臨床に関する広い視野をもった専門的知識や高度の専門性を要する職業などに必
要な実践的技能を備えた人材を育成することを目的とする。

京都ノートルダム女子大学大学院学則より抜粋（第１条 目的）
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英語スペシャリストコース

英語コミュニケーション･教育コース

国際教養コース

学　部 2013（平成25）年度

日本語と日本文化領域
多文化理解領域
芸術と思想領域

読書と情報の文化領域

英語英文学科がめざすのは、英語を「自分のことば」として運用しながら、異文化への架け橋として真のコ
ミュニケーションがおこなえる、豊かな素養を持った国際人の育成です。例えばビジネスの場で、文化や考
え方が異なる相手との交渉をしようとする場合、単に英語が話せるだけでは越えられない、目に見えないハ
ードルに直面することがあるでしょう。国際社会のあらゆるシーンで求められるのは高度な英語力に加えて、
異文化の環境でも社交性を発揮できる、柔軟で教養豊かな人材なのです。そのため、英語英文学科では、英
語圏の文化・歴史や国際社会情勢など、英語を「自分のことば」として駆使する上で欠かせない教養的基礎
科目を、早い段階から学べるカリキュラムを組んでいます。基礎を学んだ上で、自分の興味や将来の目標に
応じて専門分野を選び、段階的に高度な知識が修得できる学習プロセスが特長です。

人間文化学科では、文化を学び活かす力を身につけるために、「集める」「出かける」「残す」「伝える」の４
つのキーワードに即して、カリキュラムを組み立てています。資料を集めて解読する「集める」力。現場に
出かけて調査する「出かける」力。調査結果と考察をまとめる「残す」力。文章やホームページに表す「伝
える」力。これら４つの力は、文化行政、芸術産業、学校や社会教育の現場など、専門分野はもちろんのこ
と、社会のあらゆる場面で求められる素養となるものです。人間の営みすべてが文化であり、文化の学びは
生きることに直接つながる力となります。

現代の生活や家庭は、社会情勢の変化や技術革新の進展に伴い、大きく変わってきています。また少子化、
高齢化など社会環境の変化とともに価値観も多様化しています。この新しい時代の子どもから高齢者までの

「生活」と「福祉」を学ぶことができるのが、生活福祉文化学部です。人間ひとりひとりを大切にし、「生活
の質」（QOL）を高めるために必要な知識を生活や福祉の領域から探求します。そして人間らしく生きる上
での課題を自分の力で解決できる実践力を身につけ、なおかつ良い生活をデザインするために、生活者を支
援することができる人材を育てたいと考えています。

心理学は、感情・思考・行動を分析し、人のこころの不思議を考える学問です。本学部では現代心理・学校
心理・臨床心理の３つの専攻を軸に、幅広い領域の学びを用意し、それぞれ特色ある授業を展開。同時に、
３専攻共通で受けられる授業もたくさん設け、こころの不思議にさまざまな視点からアプローチしていきま
す。また、講義型授業に加え、心理学に欠かせない実習・実験・調査・検査の授業が充実。自らの体験とし
て、心理学を理解することを大切にしています。

ライフデザイン領域

現代心理専攻

学校心理専攻

ソーシャルワーク領域

臨床心理専攻

人間文化学科
Department of
Cross-Cultural Studies

生活福祉文化学科
Department of
Home Sciences and Welfare

心理学科
Department of Psychology

心理学部
Faculty of Psychology

生活福祉文化学部
Faculty of Home
Sciences and Welfare

人間文化学部
Faculty of Humanities and
Social Sciences

保育士養成課程

英語英文学科
Department of 
English Language and Literature
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大 学 院

応用英語専攻では、ビジネスや英語教育などの分野で、高度な職業人として世界を視野とする人材を育てま
す。「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」「英語に学ぶ」を基本理念として、英語運用能力の向上と、応用のた
めの課題研究の２つを大きな柱としています。また、多分野にわたる基礎科目や専門科目とともに、演習科
目において、国連、ユネスコなどの国際機関や、さまざまな分野の教育機関などでのインターンシップが可
能です。

発達・学校心理学専攻では、人間発達の基礎的メカニズムを実証的に解明し、さらに学校教育における児童
の心理や教育の方法・技術に関する理論的および実践的研究をおこなっています。また、母親の育児不安、
乳幼児の精神発達遅滞、広汎性発達障がいなどによる学習の遅れなど、子どもの育児・発達・教育に関わる
諸問題に対応するための実践的研究をおこないます。子どもの発達支援や心理教育的支援を目標とする人に
は、臨床発達心理士および学校心理士の受験資格となる授業が開講されています。現職教員や将来教員をめ
ざす人は、専修免許を取得し、専門知識を学校現場に活かすことができます。

人間の創造力は、芸術・思想・宗教など多様な文化的所産をその歴史に遺してきました。人間文化専攻では、
文化を表現として分析し人間の営みを考察する「表現文化領域」と、文化を伝達し継承する方法を考究する

「実践文化領域」の両面に研究を展開します。この２本の柱をもとに、文化に対する畏敬の念と理解に支え
られた研究能力を身につけ、現代社会の要請に応える、真の意味での文化スペシャリストを育成します。

臨床心理学専攻は、現代社会における心理的諸問題、たとえば不登校や家庭内暴力、職場での不適応、ひき
こもり、さらにはPTSDなど、深刻な問題についての理解を深め、このような問題を抱えている人への適切
な臨床心理的援助をおこなえる専門家の養成を目標としています。カウンセリング、心理療法に関する基礎
的な知識や理論をもとに、対人援助の技術を身につけ、さらにそれらを探究する姿勢を持った臨床心理士の
養成をめざして、理論と実践を両輪にした心理学研究がおこなえる教育プログラムを備えています。

生活福祉文化専攻では、健康で豊かな質の高い暮らしと自己実現のための理念と方策・技術を研究・修得し
ます。本専攻には、生活を取り巻く諸問題について追究する「健康生活文化領域」と、家族、地域社会、社
会システムのあり方を追究する「生活福祉領域」の２領域があります。こうした研究によって培われた深い
専門知識とゆたかな洞察力、人権尊重の精神によって、人々の生活の質向上とウェルビーイングの実現を力
強くサポートできる人材の育成をめざします。

学習や記憶・認知など実験科学としての心理学も、対人援助技術によって個々人の適応上の問題に対処して
きた心理学も、いずれもこころの基礎的なメカニズムを理解し、人間の現実社会への適応過程を考究するも
のです。両分野の専門家を擁する心理学専攻では、広い視野に立った研究をするにふさわしい場を提供して
います。科学的心理学に基づく研究能力を備え、それを基盤として心理学研究のパイオニアとなり得る人を、
またこころの問題に有効に対処できる人を養成することをめざしています。

応用英語専攻　【修士課程】
Applied English and Intercultural Studies （M）

発達・学校心理学専攻　【博士前期課程】
Developmental and School Psychology （M）

人間文化専攻　【修士課程】
Cross-Cultural Studies （M）

臨床心理学専攻　【博士前期課程】
Clinical Psychology （M）

生活福祉文化専攻　【修士課程】
Home Sciences and Welfare （M）

心理学専攻　【博士後期課程】
Psychology （D）

人間文化研究科
Graduate School of 
Humanities and Social Sciences

心理学研究科
Graduate School of Psychology

2013（平成25）年度



─ 6 ─ ─ 7 ─

教育方針
人間文化学部　英語英文学科

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

英語英文学科は、英語を機軸にして、英語圏文化についての知識、英語教育の知識と資格、その他ホスピタリティを含む
実践的能力と人間性を備え、異文化の環境でも力を発揮できる柔軟で心豊かな国際人を輩出することを目的に教育を行っ
ています。したがって以下のような学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１.  ことばとしての「英語」に興味を持ち、同時に英語圏の文化、歴史、社会、コミュニケーションに幅広く関心を寄せる

人。
２.  特に英語圏の文化や文学（作品）に関心があり、これらを専門的に学ぶことによって深い教養と豊かな心を育みたい人。
３.  徹底的に「英語力」と実践的な英語スキルを磨き、国際社会や異文化環境においても実力を発揮する能力を身につけた

い人。
４. 英語の教員免許（中学校・高等学校第１種）を取得し、将来教員を目指す人。
５. 幼児・児童の言語獲得や英語指導法を学び、早期英語教育に携わることを目指す人。
６.  ホスピタリティやコミュニケーションについて深く学び、航空業界など実社会に通用する人間基礎力を磨きたい人。
７.  本の執筆やエッセイの出版、ブログやHPの開設、そしてスピーチや演説などの情報発信を英語で行う力を身につけた

い人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
英語英文学科は高度な語学力を武器に、異文化の中でも力を発揮できる柔軟で教養豊かな国際人を育成するという教育目
標のために、次のような教育を行っています。

１. 専任教員によるきめ細かい指導体制がとれるように担任制を実施し、学生が学習に集中できる環境を整備する。
２.  少人数制による基礎から実践までの優れた英語教育プログラムを提供し、高度な英語力を養成する。
３.  専門ゼミを中心とした高度な専門教育（英語スペシャリストコース、英語コミュニケーション・教育コース、国際教養

コース）を展開し、英語スペシャリストコースの学生を除く全員に英語での卒業論文執筆を課す。
４.  姉妹校への留学、セメスター語学留学、短期語学研修など様々な留学プログラムを編成し、学生が海外という異文化の

中で語学だけでなく様々な体験を通じて社会性・国際性を身につけられるようにする。
５.  キャリア形成教育の一貫として、ANA総合研究所との提携による「エアライン・プログラム」を展開し、社会人基礎

能力を養成する。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
１. 学士にふさわしい深い人間理解力と幅広い教養を身につけている。
２.  英語圏の文化・文学、英語教育学、英語学、コミュニケーション学などの専門的知識を身につけている。
３.  確かな語学力および読解からディベートまで実践的英語コミュニケーション能力を習得している。
４.  社会人基礎能力を身につけ、社会の中でチームの一員として機能する力を備えている。
５.  異文化の様々な局面で国際社会の一員として適切な行動ができる。
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人間文化学部　人間文化学科

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

人間文化学科では、「日本語と日本文化」「多文化理解」「芸術と思想」「読書と情報の文化」の４領域にわたり、国際的な
広い視野をもちつつ、文化について深く考察する教育プログラムを展開しています。また、社会の即戦力となる実践的ス
キルを習得した人材育成のため、積極的かつ系統的に必要な能力・資格を身につけていく「キャリアデザインプログラム」
を併せて施行し、学生個々のキャリア形成を強力に支援します。

【入学を期待する学生像】
１. 言語や文学に関心があり、その構造や歴史について学びたい人。
２. 国語力に磨きをかけたい、あるいは新たに外国語を学びたいと思っている人。
３.  神社仏閣など、日本の伝統文化に関心があり、古都京都を「学びのフィールド」として、日本文化の奥深さを体感した

い人。
４.  世界の多くの異なる文化について理解し、多様な文化交流の歴史や今日のグローバル社会における異文化交流や国際政

治の現状について学びたい人。
５.  さまざまなジャンルの芸術について理解し、その歴史や思想的・宗教的背景について学びたい人。
６.  書物や読書の歴史を学びたい人。また、子どもの成長過程における読書の意義について考え、子どもへの読書支援活動

を行いたい人。
７.  インターネット社会が展開する新しい文化活動の実態を分析してみたい、あるいはネットワーク社会における倫理の問

題について考えたい人。情報処理士やウェブデザイン実務士など、コンピューターに関するさまざまな資格を得たいと
思っている人。

８.  中学校・高等学校の国語科教諭免許や外国人に教える日本語教員資格を取得したいと思っている人。
９.  博物館学芸員の資格を得て将来博物館や美術館関連の職業をめざしたい人。
10.  図書館司書資格を得て将来図書館関連の職業につきたい人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
人間文化学科は、芸術から思想まで多様な文化現象に通じ、自国の文化を知ると共に異文化に敬意を払う人材を育成する
ために、次のような教育を行っています。

１.  「人間文化」の多彩な教養の学びとして、「日本語と日本文化」「多文化理解」「芸術と思想」「読書と情報の文化」の４
領域を用意している。

２.  「基礎演習」（１年次）により少人数制の基礎教育を開始し、「発展演習」（２年次）、「専門演習」（３年次）、そして「卒
業研究」（４年次）において卒業論文または卒業制作の指導を行う。

３.  中・高等学校国語科教員免許課程をはじめとして各種の免許・資格取得のための課程を提供する。
４.  学生のそれぞれの関心に合わせて科目履修ができるように、フレキシブル単位ゾーンを確立し、卒業要件単位の科目区

分を緩和し、26単位まで自由な履修が可能である。
５. 「話しことば教育」をはじめ、社会人基礎力につながる実践教育を行っている。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
１.  「日本語と日本文化」「多文化理解」「芸術と思想」「読書と情報の文化」の４領域にわたり、国際的な広い視野と教養を

もち、深く考察できる知識、技能を身につけ、応用できる。
２.  書き言葉・話し言葉の両面を使いこなす国語力および社会人として求められるプレゼンテーション能力を身につける。
３.  社会の即戦力となる実践的スキルを習得した人材として、積極的かつ系統的に必要な能力・資格を身につける。

2013（平成25）年度
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生活福祉文化学部

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

生活福祉文化学部では、文化的な視点を背景に、生活と福祉の知識、技能、技術などを習得し、さらに現代社会の要請に
応じた対人援助能力、実践的問題解決能力を身につけた「生活者を支援する人材」を養成することを目標としています。
以下のような学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１.  幅広い視野で生活と福祉をみつめ、よりよい「暮らし」をデザインしていこうとする情熱をもち、自ら積極的に学ぶ意

欲と能力を持つ人。
２.  衣・食・住・健康など身近な事象を有機的なつながりをもって学ぶことによって、社会の本質を見極める確かな目を養

い、現代生活をより快適に過ごす「生活のスペシャリスト」を目指そうとする人。
３.  地域社会への理解を深め、人々の暮らしについて様々な問題意識を持ち、社会貢献や女性の視点を活かしたビジネスチ

ャンスの創造に対する意欲と関心を持つ人。
４.  現代生活における様々な課題に対応できる基礎知識と技能を備え、地域や社会に還元する教育実践活動に関心を持つ人。
５.  保育・児童福祉、高齢者福祉、障がい児・障がい者福祉など各分野において、人間に対する深い理解や対人援助の理論

や技術を幅広く身につけた福祉専門職を目指す意欲と関心を持つ人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
生活福祉文化学部は、「生活者を支援する人材養成」という目標実現のため、次のような科目構成で学びを深めています。

１.  初年次における必修科目「生活福祉文化基礎演習」を中心に、大学生に必要な学習技術を習得し、生活福祉文化の基礎
的な知識と研究法を体得することを通して、高等学校等から大学への円滑な移行を図る。

２.  生活の基盤である生活学の領域、人間の在り方や生き方の理解を深める社会福祉学の領域の学びを深め、自らの探求基
盤を形成するために、「ライフデザイン領域」と「ソーシャルワーク領域」という２領域を配置し、専門的な知識・態度・
志向性を明確にすることで、一人ひとりの学生がその関心・志望に応じた学びのデザイン作りを促進する。

３.  専門的かつ多様な学びをサポートするために、履修する領域をひとまとまりとして明示した「フィールド」と、さらに
そのフィールドを構成する科目を具体的な学びによって細分化した「ユニット」に区分して、効率よくオリジナリティ
のある学びのデザイン作りを可能としている。

４.  ３、４年次においては、「生活福祉文化特論」「卒業研究」といった科目を中心として自らの探求基盤を踏まえ、各自の
探求課題を具体化し個別的研究課題の解明に取り組む。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
１.  文化的な視点を背景に「生活者を支援する人材」として必要な生活と福祉の専門的な知識、技能、技術などを身につけ、

応用できる。
２.  現代社会における諸問題、とりわけ人の暮らしと福祉に関する諸問題に関心を持ち、理論と実践を結びつけた主体的解

決能力を身につけ、社会の要請に応じた対人援助能力、問題解決能力をもつ。

・教育方針



─ 8 ─ ─ 9 ─

心理学部

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

心理学部においては、実験、観察、調査などの実践的内容を含む授業をとおし、「人間行動を客観的に深く分析できる人材
の養成」と「家庭や学校や社会のすべての場で心を理解し、人と関わるための対応ができる人材の養成」を目指しています。
具体的には、次のような学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１. 人のこころを理解し、人との関わりや対話力の重要性を考え、心理学に幅広く関心を持っている人。
２. 心理学の知識や技能を習得し、現代社会の要請に応じた実践的問題解決能力を身につけたい人。
３.  心理学への学習意欲や問題探求心に優れ、様々な問題や事象について論理的に考え、解決策を追求することに熱意があ

り、適性を持っている人。
４. 認定心理士の資格や教員免許（幼稚園及び小学校第１種）を取得し、将来その資格を活かした職業に就きたい人。
５. 人間の思考や行動、人間関係や社会構造に興味を持ち、幅広い心理学の知識を深く探求したい人。
６.  現代社会が抱える心理的・社会的諸問題について考え、その解決に貢献したいと考える人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
心理学部は、複雑化する現代の社会的要請に応えるために、３つの専攻（現代心理、学校心理、臨床心理）を設け、各専
攻に精通した人材の育成という教育目標を実現するために、次のようなカリキュラムを編成し、教育を行っています。

１.  ３専攻とも「基礎科目」「展開科目」「関連科目」「専門演習・卒業研究」を設置し、これらを通して、心理学の知識と
技術の修得を可能にする。

２.  「基礎科目」では、心理学の概論的知識と方法論を学び、心理学の基本的理論や基礎知識、学術用語を習得することを
めざし、心理学的アプローチの基盤を身に付ける。初年次においては、専門教育への導入として、基礎的な日本語能力
やデータ活用の方法を身に付ける。

３.  「展開科目」では、それぞれの専攻の知識や方法を専門的に学び、より高度な知見や方法論を修得する。
４.  「関連科目」では、自らの興味や関心、問題意識に基づいて選択し、心理学をより深く、広く理解することをめざす。
５.  ３年次からの「専門演習・卒業研究」では、大学における自らの学習のまとめとして、問題設定、方法論の修得など卒

業論文作成までの過程について少人数のゼミで主体的に取り組むことをめざす。
６.  学校心理専攻においては、小学校・幼稚園の教育職員免許状を取得するための教職課程を設けている。また、全専攻で

認定心理士資格、情報処理士資格を取得するための科目を配置しているほか、各専攻での学びに対応した、社会調査士
資格（現代心理専攻）、産業カウンセラー受験資格（現代心理専攻・臨床心理専攻）等、各種資格取得のための科目を
配置している。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
１.  心理学に関する基礎力と応用力を具体的に活用しながら、日常生活における人間の行動や心理的な諸問題を予測し理解

できるような科学的な思考力及び判断力を修得している。
２.  現代社会における価値観の多様性と異文化間の種々の問題に心理学的に対処し、情報網を適宜に活用することによって、

文化や価値観を超えた人の心の問題にグローバルな視野から貢献できる。
３.  学際的な領域を含む心理学の基礎理論および方法･技能を基盤に、自ら問題意識をもったテーマを主体的に探求できる。
４.  心理学的な知識を基礎に多様性のある柔軟な思考力を通して、自己実現を果たすことができる。
５.  地域社会とのコミュニケーションを図り、心理的な課題に積極的に取り組む姿勢を身につけることによって社会に広く

貢献できる。

2013（平成25）年度
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人間文化研究科　応用英語専攻

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

人間文化研究科は広い教養を培い、人格を高めつつ、人間を対象とした人間がつくり出した文化の知的研究・実践的研究
を行い、社会で活躍できる、より高度な専門知識をもった人材養成の場となっています。応用英語専攻では、英語を生か
した国際的な交流活動、英語教育活動などにおいて、専門的な活動を行える知識・技術・応用力を習得させる教育を目指
しています。特に、以下のような学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１.  ことばとしての「英語」に興味があり、より専門職としての英語力を身につけたい人。
２.  英語力があり、英語圏文学・文化、英語学、コミュニケーション、英語教育、国際理解のどこかの分野で基礎的知識を

有し、研究課題を見つけ真摯に研究できる人。
３.  英語教師をしていて、教員としての実力を高め、専修等の免許取得を目指す人。
４.  ホスピタリティや英語でのコミュニケーション力を身につけ、国際的な場面で活躍を目指す人。
５.  社会人で長期履修制度を利用して、専門的知識や技術を習得し、じっくり専門性を深めたい人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
人間文化研究科は、人間文化に対する深い理解を研究の背景とし、国際化・情報化の時代に求められる広い視野と高度の
専門性を要する職業などに必要な、実践的能力を備えた人材の育成という教育目標を実現するためのカリキュラムを編成し、
教育を行っています。応用英語専攻は、「英語圏文学・文化」、「英語教育・英語学」、「国際交流」の３領域で「基礎科目」、

「専門科目」、修士論文作成を念頭においた「インターンシップ」を含む「演習科目」、と「研究指導」の４つのカテゴリー
にカリキュラムを配分しています。

１.  「基礎科目」には「応用英語研究方法論」、「英語情報技術」、「英語プレゼンテーション特論」、「英語ディスカッション」
等、どの分野でも基礎となる科目を用意している。

２.  「専門科目」には「英語カルチュラルスタディーズ」、「言語研究デザインと統計」、「文化交流特論」という各専門の基
礎となる科目を設けている。

３.  「演習科目」は各学生の研究課題に合わせたチューター制になっている。
４.  「研究指導」は演習科目に引き続き学生の修士論文の指導のために設けている。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
人間文化研究科は、人間文化に対する深い理解を研究の背景とし、国際化・情報化の時代に求められる広い視野と高度の
専門性を要する職業などに必要な、実践的能力を備えた人材の育成という教育目標を達成し、応用英語専攻では以下の能
力を身につけた学生に学位を授与します。

１.  英語に関する確かな知識と、得意とする分野の専門的知識を修得し、専門をめぐるさまざまな課題について英語で論じ、
適切な対応を考えることができる人材。

２.  国際理解・教育活動に取り組むため、豊かな英語コミュニケーション力を身につけている人材。
３.  英米文化理解、英語教育に関する自己の学習課題を明確にして、主体的な学習ができる人材。
４.  異文化の様々な局面で国際社会の一員として適切な行動ができる人材。

・教育方針
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人間文化研究科　人間文化専攻

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

人間文化研究科人間文化専攻では、世界の各地域において展開される人間の文化的な営みを、総合的で相対的な視点をも
って研究していきます。このように、研究の対象とする文化の所産を理論的・実践的に探究し、また、それらの「文化資源」
を後世へ継承していくことの意義や方法を研究しようと考える学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１.  文化をめぐるさまざまな価値観や、文化の持つ多様性と相対性など、世界に実在する「多文化」を深く学び、研究した

い人。
２.  人間の文化的な営為、たとえば文学や音楽、美術などの表象文化を鑑賞して読み解き、的確に批評する能力を身につけ、

その批評力を基礎において研究を展開したい人。
３.  人間の生み出した文化の所産を他者に伝達する能力を身につけ、それを社会に広く発信する諸活動に関心を持ち、社会

の発展に役立てようと考える人。
４.  各種の「文化資源」を記録して社会に公開し、後世に継承する役割を担いたい人、またそれらの文化機関に関心をもち

その伝達の方法について研究したい人。
５.  こうしたさまざまな研究を修めて、将来、国際機関や文化・教育機関、出版関連企業や美術館・図書館、日本語教員や

専修免許をもった国語科教員の仕事に就きたい人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
人間文化研究科人間文化専攻では、次のようなカリキュラムにより教育を提供します。

１.  一年次に文化学総論、文化学研究方法論など文化研究の基礎を学ぶ科目、また各領域教員のオムニバスによる表現文化
特論・実践文化特論など、「基礎科目群」を履修する。それらを前提として、さらに表現・実践の二領域に置かれた「専
門科目群」を修得し、研究を深めていく。

２.  一年次後期から、資料解読の方法やテキスト論、そして実際に資料の解読をすすめていく専門演習、二年次からはそれ
をいっそう深化させた特別専門演習を履修する。

３.  また二年次から、特別研究により修士論文を実際に作成していくための論文指導をおこなう。さらに国連広報センター
や博物館での現場実践のインターンシップなどの科目も配置して、体系的な指導をおこなう。

４.  中学校・高等学校の国語科専修免許が取得できるカリキュラムも用意されている。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
人間文化研究科人間文化専攻では、次のような能力や知識を備えた学生に学位を授与し、社会の発展に貢献することを期
待します。

１.  幅広い教養人として、世界のさまざまな文化事象を的確に批評でき、国際的な視野にたって、文化事象を総合的にまた
相対的に見ることのできる人材。

２.  文化学の研究方法にのっとった「学びの作法」を身につけ、先人たちの研究を適切に承継しつつ、独創的で新たな知見
を創出する能力を持った人材。

３.  文化事象について系統立てて構成する能力を身につけ、「文化資源」を後世に継承することの意義を理解しそれを実践
できる人材。

４.  こうした多様な研究を修めて、国際機関や文化教育機関で活動し、また専修免許を取得して教育現場で活躍できる人材。

人間文化専攻では、二年間の集大成として修士論文を作成し口頭試問を実施して、修得した能力や知識について、厳格な
単位認定および修士論文の評価を行っている。

2013（平成25）年度



─ 12 ─ ─ 13 ─

人間文化研究科　生活福祉文化専攻

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

人間文化研究科生活福祉文化専攻では、「Quality of Life（QOL）向上研究とWell-Beingの探求」、すなわち、現代社会に生
きるわれわれの生活・生命・人生の質を高める研究を通して、生活福祉文化学の本質を探究します。すなわち、生活学と
福祉学を融合した、新しい生活福祉文化学の構築と、あらゆる人の生活創造および、それを支援する福祉への実践力を養
うことを教育目標としています。

【入学を期待する学生像】
１. 文化的な視点を背景に、生活学の基礎を習得し、福祉の視点からも生活学をより深く学び研究したい人。
２. 毎日の生活における福祉の実践的な知識や技能、技術などを習得し、さらに学問的な探求を望む人。
３. 現代社会の要請に応じた対人援助能力、実践的問題解決能力を身につけた生活者を支援する人材。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
人間文化研究科生活福祉文化専攻は、「生活学と福祉学を融合した､ 新しい生活福祉文化学の構築とそれによる研究の推進
とともに、あらゆる人の生活創造とそれを支援する福祉への実践力の育成」という教育目標を実現するために、次のよう
なカリキュラムを編成し、教育を行っています。

１.  学士課程で修得した生活と福祉の知識、技能、技術、もしくは現代社会の要請に応じて体得してきた対人関係能力、実
践的問題解決能力を基礎に、「健康生活文化領域」と「生活福祉領域」において、さらに高度な専門性を追求する「専
門科目」を配置しています。

２.  さらに、こうした「専門科目」の履修と並行して「研究方法論」や、生活福祉文化学に関わる特定のプロジェクト課題
を設定し、関連領域との連携、研究成果の評価等、個々の専門領域の枠を超えた問題設定、解決方法のあり方を学生自
らが学び、身につけることを目的とした「プロジェクト課題研究」を設置し、実践的・現実的な学びの場を提供してい
ます。

３.  中学校・高等学校の家庭科・福祉科専修免許が取得できるカリキュラムも用意されています。
４.  これらを通した勉学の集大成が修士論文であり、大学院で修得した知識や研究方法などを十分活用して研究成果を結実

させられるように個別指導を行っています。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
人間文化研究科生活福祉文化専攻では、専攻の教育目標を達成し、次に掲げる観点から行う審査に合格した人に対して、
修士（生活福祉文化）の学位を与えます。

１.  生活福祉文化専攻所定の単位を修得していること。
２.  幅広い学びを通して、生活と福祉の知識・技能・技術を修得していること。
３. 修得した生活と福祉の知見を生かして、総合的かつ複合的に駆使できる高度な専門性と課題解決能力を有していること。
４.  学位論文として、以下の項目のすべてを満たしていること。

⑴  研究テーマの独創性、問題意識の明確さ、方法論的な一貫性、先行研究との関連を含む論考などについて、十分な
論述がなされていること。

⑵ 研究論文に相応しい文章表現がなされていること。

生活福祉文化専攻では、二年間の集大成として修士論文を作成し口頭試問を実施して、修得した能力や知識について、厳
格な単位認定と修士論文の評価を行う。

・教育方針



─ 12 ─ ─ 13 ─

心理学研究科　発達・学校心理学専攻

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
心理学研究科発達・学校心理学専攻は、発達心理学や学校心理学に関する科学的研究に基づき、人間の発達のメカニズム
を実証的に解明すること、そして学校教育における教師・児童・生徒の心理や教育の方法・技術に関する理論的および実
証的研究を行うことを目的としています。また、子育てや学校教育の現場で、臨床発達心理士や学校心理士として心理学
の知識を生かせる専門家の養成をめざします。具体的には、以下のような学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１. 人間の発達のメカニズムや学校教育の諸問題に深い関心をもっている人。
２.  心理学に関する科学的研究法に基づき、発達心理学と学校心理学に関する理論や知見を実証的に解明したい人。また、

修士論文に関する研究を通して、客観的に分析する力と論理的思考力を身につけたいと考えている人。
３.  発達心理学と学校心理学に関する高度な専門知識と理論・技術を学び、豊富な実習経験を通して実践能力を身につけ、

子育て支援や障害児の療育および学校教育の現場で心理教育的支援を行いたいと考えている人。
４.  現職教員や将来教員になることを目指す人で、発達心理学と学校心理学に関する知識を身につけるとともに、専修免許

状を取得することを目的とし、将来、高度な専門知識や技術を学校教育の現場に活かすことを考えている人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
心理学研究科発達・学校心理学専攻は、科学的方法に基づく高度な心理学研究を可能にし、同時に、子育てや学校教育に
おける子どもの発達・教育上の問題に対処できる人材の育成という教育目標を実現するために、次のようなカリキュラム
を編成し、教育を行っています。

１.  「基礎科目」「専門科目」「関連科目」「演習科目」を設置し、これらを通して、本学の学習に必要な科学的視点の養成と
発達・学校心理学的素養および技術の修得を可能にする。

２.  「基礎科目」では、行動科学、認知科学、統計学、研究法などに関わる科目で実証科学としての心理学の研究方法を身
につけ、修士論文作成のための基礎となる心理学の研究方法を学ぶ。

３.  「専門科目」では、発達心理学と学校心理学の基礎理論をさまざまな角度から学ぶとともに、学内および学外での実習
を通して、発達心理学・学校心理学の専門家をめざすために必要な知識と技術を身につける。

４.  「関連科目」では、発達・学校心理学を研究する上で重要となる医学や臨床心理学などの関連領域を学ぶことにより、
研究能力および実践能力の向上を図る。

５.  「演習科目」では、専攻内での発表と個別指導、専攻を超えた研究発表と指導体制をとることにより、修士論文作成に
向けた重点的な指導を行う。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
心理学研究科発達・学校心理学専攻は、科学的方法に基づく高度な心理学研究ができ、同時に子育てや学校教育における
子どもの発達・教育上の問題に対処できる人材の育成という教育目標を達成し、以下の能力を身につけた学生に学位を授
与します。

１.  発達心理学と学校心理学に関して広い視野をもった専門知識を有している。
２. 実証科学としての心理学の研究方法を身につけ、さまざまな仮説を検証し、新たな知見を導き出す能力を備えている。
３. 発達・学校心理学的視点をもって、客観的かつ論理的に考察を展開し、独創的で有用な研究を遂行できる。
４.  専門的理論・知見と自ら立てた問題意識や仮説を絶えず批判的に検討・消化しつつ、自分の考えをその場にふさわしい

方法で表出し、また相手の考えや立場を尊重しながら討議あるいは応答できる能力を有している。
５. 子どもの発達と教育に関わる諸問題に適切に対応し、必要な支援を行うことができる。

2013（平成25）年度



─ 14 ─ ─ 15 ─

心理学研究科　臨床心理学専攻

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

心理学研究科臨床心理学専攻は、現代社会における心理的諸問題について、理論的かつ実践的に理解し、カウンセリング、
心理療法に関する基礎的な知識や理論を基に、対人関係の技術を身につけることを目的としている。臨床心理士として、
心の問題を生じた人やその関係者を心理的に支援できる人材を養成することを目標としている。具体的には、以下のよう
な学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１.  悩みや苦しみを抱えた人々への関心と配慮を有し、相手の立場に立って支援の手をさしのべたいと考えている人。すな

わち、人へのあたたかいまなざしと高い倫理観をもち、どのような状況にある人にも慈しみ深く、一人の人間としてそ
の尊厳を守り、尊敬し、寛容の心を失わず接することが出来るよう自らの成長を望み、同時に、自分の弱さや痛みにも
目を背けず向き合うことができる力を持っている人。

２.  臨床心理学に関する高度な専門知識と理論・技術を学び、豊富な実習経験を通して確かな対人援助の能力を身につけ、
人々の幸福と社会の安寧に貢献したいと考えている人。

３.  心理療法に関する特定の理論や技法に偏らず、幅広い知識と技術を身につけ、将来の専門性を選択していく上での臨床
心理学的基盤を築き、バランスのとれた心理臨床家を目指したいと考えている人。

４.  科学的研究法に基づき臨床心理学的な理論や技術を実証的に解明したい人。また、修士論文の研究を通して、客観的な
分析力と論理的思考を身につけ、臨床心理実践にも援用したいと考えている人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
心理学研究科臨床心理学専攻は、科学的方法に基づく高度な心理学研究と同時に、心理臨床的な問題を抱える人々への対
人援助を実践できる人材の養成という教育目標を実現するために次のようなカリキュラムを編成し、実践的教育を行って
います。

１.  「日本臨床心理士資格認定協会」による第一種指定の大学院として、バランスのとれた優秀な臨床心理士を養成するた
めに、認定協会により指定されたカリキュラムを網羅し、さらに本専攻独自の科目を豊富に揃えている。

２.  すなわち、「基礎科目」「専門科目」「関連科目」「演習科目」を設置し、これらを通して、本学の学習に必要な科学的視
点の養成と臨床心理学的素養および技術の修得を可能にする。

３.  「基礎科目」では、行動科学、認知科学、統計学、研究法などに関わる科目で科学的心理学の研究方法を身につけ、修
士論文作成のための基礎となる心理学の研究方法を学ぶ。

４.  「専門科目」では、臨床心理学に必要な理論と技術を体系的かつ実践的に習得し、専任教員によるスーパービジョン、
学内および学外施設での豊富な実践体験を通して、カウンセリングや心理療法の原理や技法を身につける。

５.  「関連科目」では、臨床心理学に関連の深い近接学問領域を学ぶことにより、人間という存在をより広い視野から捉え、
多面的な理解を深めて、研究能力および実践能力の向上を図る。

６.  「演習科目」では、専攻内での発表と個別指導、専攻を超えた研究発表と指導体制を取ることにより、修士論文作成に
向けた重点的な指導を行う。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
心理学研究科臨床心理学専攻は、科学的方法に基づく高度な心理学的研究が出来、同時に心理臨床的な問題を抱える人々
への対人援助を行うことが出来る人材の育成という教育目標を達成し、以下の能力を身につけた学生に学位を授与します。

１.  心の発達・教育および心理臨床に関する広い視野をもった専門知識を有している。
２. 臨床心理的な現象を実証的・論理的・体系的に理解し実践する能力を備えている。
３. カウンセリングや心理療法に関する基礎的知識と理論を理解している。
４.  心理臨床のさまざまな場面において、臨床心理学的な専門性と倫理観に基づき、実践することができる。
５.  心理臨床実践においては、相談者等を信頼し適切な援助的関係をつくることができ、また相談者等の利益を優先し、他

の専門職や他機関等とも連携を取ることができる。
６.  専門的理論・知見と自ら立てた問題意識や仮説を絶えず批判的に検討・消化しつつ、自分の考えをその場にふさわしい

方法で表出し、また相手の考えや気持ち、立場を尊重しながら討議あるいは応答できる能力。
７.  論理的な思考と豊かな感性を駆使し、客観的な視点を持ちながら一人一人の対人援助を実践するとともに、新たな援助

理論や技術を創造することができる。

・教育方針



─ 14 ─ ─ 15 ─

心理学研究科　心理学専攻

１. アドミッションポリシー（入学者受入れ方針）
【学ぶ内容および特色】

心理学研究科心理学専攻は、高度な科学的心理学に基づく研究能力を備え、社会が心理学に求めるさまざまなニーズに応
えられる応用力を持った専門家の養成を目標としています。具体的には、以下のような学生の入学を期待します。

【入学を期待する学生像】
１.  心理学研究の基礎的知識と技能を有し、現代社会の抱える諸問題に対して心理学的視点から問題意識と課題を設定でき

る人。
２.  社会の要請に応えようとする使命感とともに豊かな人間性と柔軟な心をもち、誠実かつ謙虚に研究に向き合える人。
３.  独創的研究に取り組む意欲とひたむきな探究心そして倫理観を兼ね備え、研究の過程で直面する困難に耐え得る情熱を

有する人。
４.  外国語論文を理解し、国際的視野を持って研究を展開しようとする人。

２.  カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）
心理学研究科心理学専攻は、高度な学問的水準に達する自立した心理学研究者の養成という教育目標を実現するために次
のようなカリキュラムを編成し、教育を行っています。

１.  「特殊研究科目」「演習科目」を設置し、特殊研究科目では、より高度な専門知識を得るための講義により研究の深化を
行い、演習科目では博士論文の作成を目指した指導を行い、これらを通して、本学の学習に必要な自立した研究者とし
ての高度な研究能力と識見の修得を可能にする。

２.  「特殊研究科目」では、発達心理学・学校心理学・臨床心理学に関するテーマを発展させ、人間のこころのメカニズム
とその応用的な対人援助技術について、より高度に科学的に考究していく。

３.  「演習科目」では、１年次のはじめに主・副指導教員を決め、３年間の博士論文作成に至る過程を一貫した指導体制で
行う。１年次には、研究テーマに沿った文献発表を繰り返し、討論を重ねることにより、研究計画の立案へと導く。２
年次には、研究計画に沿ってデータの収集と整理をおこない、さらに演習での発表・討論により研究の深化と発展を図
り、学術雑誌への２編以上の論文投稿を行い、第一次審査に備える。第一次審査に合格すれば、３年次には、博士論文
作成に取りかかり、必要に応じて追加のデータ収集を行い、年度末の本審査および最終試験に備える。

３.  ディプロマポリシー（学位授与方針）
心理学研究科心理学専攻は、心理学に関する高度な知識を有し、社会に貢献できる自立的な研究者の育成という教育目標
を達成し、以下の能力を身につけた学生に学位を授与します。

１.  心理学およびその周辺領域に関する高度な知識と学問体系を深く理解し、科学的心理学に基づく研究能力を備えている。
２.  現代社会が直面するこころの問題を理解し、自らの研究について、広い視野に立った適切な課題を設定し、それを可能

にする研究計画を策定する能力を身につけている。
３. 研究成果を国際会議等で論議し、学術論文としてまとめ、公表する能力を身につけている。
４.  専門分野における知識や成果を教授し、また心理学的専門性を生かして社会のリーダーとして活躍できる資質と能力が

培われている。

2013（平成25）年度


