
Ⅳ 大学院修士課程の教育内容・方法等（臨床心理学研究科） 

２．臨床心理学研究科 

 

【教育目標】 

１．心を育てる教育 

２．実践中心の教育 

３．実践と研究教育の統合  

４．研究成果の地域社会への還元  

 

１ 教育研究指導の内容等 

 

（１） 教育課程 

 

１）現状 

本研究科の教育目標は、基本は学部教育の目標を達成した学生を対象として、その上で、より高

度の臨床心理学の知識・理論とそれに基づく臨床実践を習得させることにある。そして、その具体

化として、有能で優秀な「心の専門家」、すなわち、社会に貢献できる臨床心理士を養成すること

においている。この目標を達成するために、本研究科の教育課程が設定されている。 

なお、本学の学部教育（人文学部臨床心理学科）との関係では、大学院設置の後に、学部の臨床

心理学科が設置されたという歴史的背景もあって、大学院担当教員は同時に学部担当教員でもあり、

従って、学部教育と大学院教育との教育内容の整合性がもともと図られていて、共に連携のもとに、

教育カリキュラムが設定されている。 

上述の理念と目標、および開講科目の内容等は、本学の入学案内および大学院受験用パンフレッ

ト、ホームページ等で明示公開されており、さらに、事前に2回にわたり公開の大学院説明会を行

うことで、受験生を含む社会一般の人々に対しても周知徹底している。 

本研究科の修士課程は、１学年定員 10名で、2学年で 20 名の院生を受け入れている。この大学

院2年間に、将来、臨床家としてその役割を果たせるように、学問的な知的準備と人格的な準備と

を身につけさせるのである。特に、人格的準備を重視することが、本研究科の特性であって、困難

な人生上の諸問題で苦悩し、葛藤する社会の人々に対して、中立的かつ温和な柔軟な態度で対処と

援助ができるように、人格を陶冶することが教育指導の眼目である。その上で、学問的に真偽を見

分け、真理を発見する研究能力を培うことを目標としているのである。 

本研究科の授業科目は、以下の開講科目の一覧のとおりである。 
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表Ⅳ－3 臨床心理学研究科開講科目一覧 

単位数 
科目名称 

開講 
年次 必修 選択

（基礎科目：6科目） 

臨床心理学特論Ⅰ 1 2  

臨床心理学特論Ⅱ 1 2  

臨床心理査定演習 1 4  

臨床心理面接特論Ⅰ 1 2  

臨床心理面接特論Ⅱ 1 2  

臨床心理基礎実習 1 2  

（心の成長・発達科目群：6科目） 

児童・青年期心理臨床特論 1･2  2 

発達心理臨床特論 1･2  2 

人格心理学特論 1･2  2 

教育心理学特論 1･2  2 

学校臨床心理学特論 1･2  2 

学校保健学特論 1･2  2 

（心の障害・健康科目群：7科目） 

医療心理臨床特論 1･2  2 

心理療法学特論 1･2  2 

障害者（児）心理臨床特論 1･2  2 

精神保健学特論 1･2  2 

健康援助学特論 1･2  2 

集団療法特論 1･2  2 

精神医学特論 1･2  2 

（実習科目：2科目） 

臨床心理実習Ａ 2 2  

臨床心理実習Ｂ 2 1  

（共通選択科目：6科目） 

遊戯療法特論 1･2  2 

社会心理学特論 1･2  2 

芸術療法特論 1･2  2 

生理心理学特論 1･2  2 

心理学研究法特論 1･2  2 

心理学特別演習 1･2  2 

（研究指導科目：2科目） 

臨床心理学特別研究Ⅰ 1 2  

臨床心理学特別研究Ⅱ 2 4  

 

学生は、授業科目（30科目）のうち、必修科目10科目23単位、および選択科目4科目7単位以

上、合計 30 単位を修得しなければならない。なお、研究科修了後、日本臨床心理士資格認定協会

の「臨床心理士」資格を受験する学生は、表Ⅳ―4 のＡ群からＥ群までの 5 群に分けた選択科目の

群の中から、各1科目2単位以上を修得せねばならないとされており、その条件を考慮に入れ、院

生はあらかじめ科目を選択するよう指導されている。 
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表Ⅳ－4 「臨床心理士」受験のための選択科目 

Ａ群 心理学研究法特論、心理学特別演習 

Ｂ群 
人格心理学特論、発達心理臨床特論、児童・青年期心理臨床特論、

生理心理学特論、教育心理学特論 

Ｃ群 精神保健学特論、社会心理学特論 

Ｄ群 
精神医学特論、障害者（児）心理臨床特論、医療心理臨床特論、 

健康援助学特論、学校保健学特論 

Ｅ群 
心理療法学特論、芸術療法特論、学校臨床心理学特論、 

集団療法特論、遊戯療法特論 

 

本研究科では、既述の目標と理念に基づいて、臨床心理学における学術研究および臨床・実践に

関する高度の資質能力の修得を図ることを目指して教育課程を編成している。 

心理臨床の基礎を固めるために、心理臨床の根幹科目として臨床心理学特論を土台として、臨床

心理面接特論および臨床心理査定演習を設定した。三者は相互に有機的な連関もっているがために、

いずれの科目も履修しなければならない。 

本研究科の選択科目は大別すると、心の成長・発達科目群と心の障害・健康科目群に分けられる。

心の成長・発達科目群は、人の健常な発達の諸側面や教育場面に関わる諸問題を取り扱う科目であ

り、心の障害・健康科目群は主として医療領域で取り扱われる諸問題に関わる科目群である。修士

論文の指導を担当する教員は、それぞれ自分の専門領域に関わって、この二群の中のいずれかの特

論を、一年次前期に開講している。院生は入学後の単位履修指導に際し、上述の臨床心理士資格取

得に関わっての指導に加えて、修士論文作成に関わった指導を受ける。即ち、一年次前期の特論履

修に際し、修士論文を指導している教員の開講する特論を複数科目履修し、一年次前期に二人以上

の論文指導教員に直接触れるよう指導される。多くの院生は入学当初より修士論文のテーマについ

てその輪郭を既に持っているが、後に述べるように修士論文の指導教員の決定は前期後半に院生の

希望を調整して最終の決定となることから、必ずしも自らの第一希望の教員に指導を受けられると

は限らないからである。そんな時、複数の教員に身近に触れていることが役立つと考えられる。 

本研究科の教育の最大の特徴は実習科目（臨床心理実習Ａ、臨床心理実習Ｂ）の内容にある。臨

床心理実習Ａは、学内に設置している地域住民に向けた相談機関である心理臨床センターにおける

諸活動に入学当初より参画して実践的な学習を密度濃く履修するものである。臨床心理実習Ａは開

講科目一覧上は 2 年次の学習であるが、本研究科では実践的学習を重視する立場から、2 年間を通

しての実践的学習を推進している。まず入学直後より、心理臨床センターで、ほぼ年間を通して毎

週3時間を割いて開催されているインテークカンファランス、およびケースカンファランス への出

席を義務づけている。両カンファランスは全臨床系教員、全院生がそこに参加し心理臨床センター

で扱ったケースについて討論することを通じて実践的に学習するものである。院生は一年次の後期

に入ると順次ケースに直接関わっての実習を開始する。最初は教員の担当するケースに陪席し、実

際の面接場面を体験し、次の段階では院生自身が教員陪席のもとでインテーク面接を行う。その経

験的学習を経て、次に院生が自ら教員の指導のもとで、あるいは学外のスーパーバイザーの指導（ス

ーパービジョン）のもとでケースを担当する。因みに、心理臨床センターに来談するケースは年間

ほぼ延べ1,000 件であり、また学外のスーパーバイザーは2006 年 9月現在総数16名が登録されて
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いる（経験豊富な臨床心理士12名、精神科医4名）。心理臨床センターの設備は面接室4室、遊戯

療法室 2 室を備え、箱庭は各面接室、遊戯療法室に備えられている。その他に、受付および待合室

の機能を持つ部屋が用意されている。受付の体制としては、週間を通して常時複数体制で対応して

いる。児童から高齢者に至るまで幅広く対応できる条件を整えている。 

臨床心理実習Ａの他に、さらに、夜間に、ケースカンファランスを開催し、学外のスーパーバイ

ザーや院生、修了生も参加する特別事例検討会も年に2～3回適時に開催している。 

臨床心理実習Ｂとは、学外の病院、クリニック、福祉施設等での施設実習を行うものであり、さ

まざまな施設の現状を理解し、そこに参加することで臨床実践感覚を養うものである。 

次に、研究能力を培うために、研究指導科目群がある。具体的には修士論文作成指導が中心であ

る。院生は、1 年次後期より、自らの研究テーマを考慮し、指導教員を選択する。このとき、教員

と院生とで十分な合意が成立するように配慮されている。 

なお、院生の学習研究環境条件についてふれると、院生は研究室4室に各5名ずつ配置され、各

自に机と椅子および1台のパソコンが供与されている。講義は、演習室3室および、適宜に教員研

究室にて行われている。研究用の統計処理等の援助は本学の電子計算機センターとの連携で行われ

ている。 

以上のように、実践的教育を中心に、臨床能力と研究能力を培うことが本研究科の教育の要とな

っている。 

なお、本学の学部教育（人文学部臨床心理学科）との関係では、大学院設置の後に、学部の臨床

心理学科が設置されたという特殊な歴史的背景もあって、大学院担当教員は同時に学部担当教員で

もあり、従って、学部教育と大学院教育との教育内容の整合性がもともと図られていて、共に連携

のもとに、教育カリキュラムが設定されている。すなわち、両方の根幹にあるのは「臨床心理士」

の養成にあり、学部教育では「臨床心理士」養成の基礎的資質を養うこと、大学院教育では「臨床

心理士」の養成の具体化にある。そこで、学部教育でのカリキュラムは、人間の心を理解するため

の基本的な知識を学び、さらに「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」

できるように一般教養科目（全学共通科目）を行い、加えて外国語教育（英語）を必修科目として

いる。一方、大学院教育では、人を心理的に援助する専門家としての能力を培うために、学部教育

の基礎の上に、実践教育を中心としたカリキュラム構成となっていることを付け加えておきたい。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

本研究科のカリキュラムおよび教育環境条件は、教育目標の達成のための基本条件を整えている。

さらに、修了後に臨床心理士資格試験の受験資格を得る構成になっていて、2001年には財団法人日

本臨床心理士資格認定協会から北海道地域で第1号の「指定制大学院第一種校」の認定を受けてい

る。さらに、2003 年度実施の実地視察（対象が全国の 17 大学）で、本研究科の臨床心理士養成訓

練システムに対し、評価「Ａ」を得ている。つまり、学問的にも教育的には最高の水準と評価され

て現在に至っている。 
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現在のカリキュラム構成は適切でバランスのとれたものと考えているが、常により適切なものを

追求することが必要である。 

【課題・改善方策】 

実践教育を中心とする密度の濃い内容のカリキュラムとスケジュールが設定されているため、2

年間で修了のための単位を取得するには時間的に余裕のない構成となっている。その点で今後の検

討課題となっている。 

 

（２） 単位互換・単位認定等 

 

１）現状 

現在、本研究科では他大学との単位互換、単位認定を行っていない。 

 

２）評価と課題・改善方策 

将来、導入の可能性を検討している。 

 

（３） 社会人学生・外国人留学生への教育的配慮 

 

１）現状 

現在、社会人学生、外国人留学生の両者とも入学していない。とくに、社会人学生の場合、職業

に就いているものには、本研究科のカリキュラムをこなすには、現実的に困難であるというのが現

状である。 

 

２）評価と課題・改善方策 

将来、両者の入学の可能性も検討し、対策をたてる必要性がある。 

 

（４） 生涯学習への対応 

 

１）現状 

卒業後、修了生が参加できる公開ケースカンファランスを学外のスーパーバイザーを招待し、年

に 2～3 回、夜間に試みている。他大学の院生や教員も参加可能で、毎回多数の参加人数で好評を

得ている。 

また、心理臨床センターでのインテーク面接およびケースカンファランスには、修了生の中の希

望者は参加可能である。さらに、修了後も、心理臨床センターで研修員として正式に登録し、さま

ざまな業務に就くことも可能である。 

さらに、臨床心理学研究科所属の教員が中心となって、大学が運営しているコミュニティ・カレ

ッジ（後援：北海道教育委員会・札幌市教育委員会、連携：道民カレッジ）において臨床心理に関
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わる一般講座を開催し、多くの市民の参加も得ている。近年では毎年 2～3 講座開講し、好評であ

る。2006 年度は、「発達臨床心理講座－現代の子育ちと子育てをめぐる諸問題」、「臨床心理学－芸

術療法体験講座－」、「入門ダンスセラピー（全3回）」を開講した。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

生涯学習への配慮は現状の如しで、それはそれなりに評価できるが、それだけでは十分とは考え

られない。個人の学習を促進する意味で、単に、学習機会を与えるだけではなく、個人指導のシス

テムを整えるべきであろう。 

【課題・改善方策】 

修了生に対するスーパービジョン制度が整っていない。それを制度化することが今後の課題とい

える 

 

（５） 研究指導等 

 

１）現状 

院生は入学後、履修指導をうけ臨床心理士資格取得に関わっての指導に加えて、修士論文作成に

関わった指導を受ける。院生の修士論文作成に関しては、指導教員が原則的に週1回、90分間、直

接指導している。しかし、実際は、それ以外にも多くの時間をさいて指導教員が適時に指導してい

るのが現状である。1 年次の特別研究Ⅰから 2 年次の特別研究Ⅱでの個別指導に加え、正式な修士

論文発表会の前に、2回の中間発表会を行うなど、院生に対する集団指導にも力を入れている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

指導教員による個別指導に加え、教員集団の集団指導を通じた教育・研究指導は、かなりの効果

をあげている。 

【課題・改善方策】 

指導内容の充実に伴い、担当指導教員の現実的負担が大きくなっている。指導教員の増員が課題

である。 
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２ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 

 

１）現状 

教育効果の指標をどこにおき、その達成度をどう客観的に評価するかという問題は、そもそも本

質的に難しいものである。とくに、院生に対して臨床家としての人格形成を問う本研究科では、本

来の教育効果とは、修了生が後々の人生でどのような人格のもとに具体的にどのような社会貢献が

なされているかで判定すべき性質のものであろう。つまり、長期的にみた効果の測定である。しか

し、ここで問われているのは比較的短期的な効果と考えるならば、次のように言えるであろう。 

本研究科では、基本的には、講義、実習などを通じて、院生が①心理臨床の知識をどの程度獲得

したか、②「人の心を理解し、人の心を癒し、人の心を育てる」能力がどれほど身についたか、③

人格的な成長がみられるか、④ケースを担当する能力がどの程度身についたか、以上の達成度で教

育効果を判定している。以上のことは、修了判定の規準としても考慮されている。 

次に、修了後の臨床心理士認定試験の合格率、修了後の就職率と社会での評価がどうであるかで

判定している。ちなみに、これまでの臨床心理士輩出数は、2006年 12月現在45名で、修了生総数

49名の91.8%に相当する。(ちなみに、全国の臨床心理士試験の平均合格率は64.8%である) 

2006年 12月現在の調査で、修了生の就職先の現状は、教育領域：約12.3%・医療領域：約46.9%・

福祉領域：22.4%・矯正領域：約 6.1%・進学：2.1%である。医療と福祉の領域とで約 7 割を占めて

いる。なお、おもな就職先は、児童養護施設、病院、サポートセンター、相談センター、少年鑑別

所、スクールカウンセラー、クリニック、メンタルケアセンター、小児療養センター、市職員、大

学講師、看護師等である。現在のところ、修了生はさまざまな幅広い分野の職種で活躍し、社会に

貢献している。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

講義による知的準備と、実習を中心とする実践重視の教育システムにより、臨床心理士の合格率

は91.8%と高く、全国平均(64.8%)を大きく上回っている。修了後の進路についても、修了生の9割

が就職もしくは進学し、社会で活躍している。その意味で、社会に有為な人材を多く輩出している

と高く評価できよう。 

【課題・改善方策】 

講義による知的準備の獲得もさることながら、実習、実践によって学ぶことが多いので、今後も

実践重視の教育システム、とくに、マンツーマン・システムの教育の充実を図りたい。そのために

は、有能な教員の確保が最大の課題である。 
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Ⅳ 大学院修士課程の教育内容・方法等（臨床心理学研究科） 

（２） 成績評価法 

 

１）現状 

学則において表記しているとおり、成績は、「優」「良」「可」及び「不可」の4段階とし、「優」

「良」「可」を合格、「不可」は不合格としている。これは、講義や実習で理解度、学ぶ態度、出席

状況などで総合的に評価する場合にも同様に適用される。 

実際の評価は、個々の担当教員に委任され、複数の担当教員が担当する科目は、合議のうえで最

終評価を下しているのが現状である。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

概ね現状に大きな問題は生じていないが、評価法には、さまざまな議論があり、どれも一長一短

があり、どれが適切かは難しいというべきであろう。 

【課題・改善方策】 

筆記試験以外で素点を評価することは、かなり主観的要素が入るということは否めないであろう。

その点で、修士論文の評価の際には、全教員の合議がなされているが、講義や実習科目に関しては

個々の教員に任されていることは再検討が必要であろう。少なくとも、各科目の院生の評価を全教

員が合議し共有できるシステムを将来に向けて確立する必要があろう。 

 

（３） 教育・研究指導の改善 

 

１）現状 

教育・研究指導の改善に関する取り組みについては、これまで新入生・在学生と大学院担当教員

が一同に会する機会を設け、その際に、教育・研究指導に関連する要望や意見を、随時、聴取して

いることである。 

具体的には、講義や実習の場はもちろんのこと、学外講師による講義、講座や、ケースカンファ

ランス後の交流会や修士論文中間報告会等の場などが、院生と教員との意見交換の場となっている。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

院生と教員との交流は、かなり保障されていて、随時改善に取り組んでおり、現在のところ、大

きな問題は生じていない。 

【課題・改善方策】 

教育・研究の指導上で、間接的な影響があるものとして、院生の個人的な生活上や人生上の悩み

に対して、教員が支援しなければならないこともあり、そのことをどの程度まで関われるかという

課題がある。その点について、今後、教員全体が共有できる方策を模索する必要がある。 
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３ 国内外における教育研究交流 

 

１）現状 

国際化への対応と国際交流の推進、国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置につ

いて本研究科として基本方針は定めていない。 

その理由の一つとして、諸外国の学問的水準が相対的に高いうちは、我が国の学問の水準向上の

ために、国際交流が図られたが、今日では、我が国の水準が向上した段階では、諸外国から学ぶこ

とは少なくなっているという現状がある。逆に、諸外国が日本から学ぶということも少なくないの

である。とはいえ、そうした相互交流は、どちらに利益があるかどうかではなく、相互に切磋琢磨

する上で、国際交流の促進が図られる必要性を否定するものではない。従がって、適切な範囲内で

の交流を図るべきであると考えている。 

現時点では、他大学や他施設の学外の講師を招いての集中講義、ケースカンファランスでのスー

パービジョン、特別講義などが国内的には定期的に行われている。〔お茶の水女子大学（東京都）、

宇部フロンティア大学（山口県）、北海道大学、北海道教育大学など〕 

一方、他大学や他施設へ本研究科の教員が系統講義や特別講義などで招待されている。(北星学

園大学大学院、北海学園大学大学院、北海道教育大学大学院、札幌国際大学大学院など) 

以上の交流は維持されているが、一方、共同研究については現在まで現実化したものは残念なが

らない。しかし、共同研究の計画は個人レベルで進行中のものがみられる。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

他大学大学院との積極的な交流により、協力関係を深める方向で努力している点は評価できる。

しかし、それが共同研究までまだ発展できていない点は、問題である。先に述べた国際化の促進は、

今後図られるべきである。 

【課題・改善方策】 

さらに、他大学大学院との協力関係や共同研究に発展するような積極的交流を確立することが課

題となっている。2008年度において、海外留学を行う予定の教員が、今後の国際交流の礎となるこ

とを期待している。 
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Ⅳ 大学院修士課程の教育内容・方法等（臨床心理学研究科） 

４ 学位授与 

 

１）現状 

本研究科の課程修了の条件は、①必修科目 10 科目 23 単位、および選択科目 4 科目 7 単位以上、

合計 30 単位以上を 2 年間で修得すること、②指導教員に必要な指導を受け、学位論文の審査およ

び試験に合格すること、である。条件を満たした者に学位が授与される。 

学位論文の審査と試験は、修士課程2年間の集大成として位置づけられ、指導教員である主査と、

それ以外の専任教員である副査の、2 名によって行われる。合否の基準は、既述の 4 段階評価を用

いるが、次の諸点が、成文化された規程はないが、伝統的に教員に共有されたものとして、評価基

準となる。第1に、学位論文のテーマとその内容にオリジナリティが認められること、第2に、過

去の関連論文を渉猟し、それらを適切に理解していること、第3に、研究の目的と方法が適切であ

ること、第4に、研究方法から得られた資料や結果に対して正しく解釈し、考察がなされているこ

と、第5に、論文の結論が今後の臨床に役立つような応用可能な内容であること、第6に、論文全

体の中に、個人情報保護の遵守に違反したり、あるいは倫理的、道徳的な規範を逸脱するような内

容や表現を含んでいないこと、以上である。 

以上の評価基準をクリアする条件が最低限必要であり、そのうえで、オリジナリティの質、論文

の構成力と表現能力、説得力などを勘案して合否が判定される。主査と副査で判定された合否は、

その後の全教員と全院生が参加する修士論文発表会でさらに検討し議論されたうえで、最終的には、

全教員で構成する研究科委員会で審議し、その合否が決定される。 

以上の過程で最終的に合格した者に学位が授与される。 

 

２）評価と課題・改善方策 

【評価】 

現在まで上記の学位授与・課程の修了の認定システムの問題は生じていない。 

【課題・改善方策】 

現在、学位論文の指導教員として資格を認定された者は6名であり、より多くの教員が指導資格

を得ることが課題である。 
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