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２．臨床心理学研究科 

 

１ 研究科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
任意 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

 

【目  的】 

大学院臨床心理学研究科は、臨床心理学を中心に心理臨床に関連する諸分野との連携を得ながら、

様々の心の問題を心理臨床の視点から取り上げ、臨床心理士という高度の専門性を備えた職業人を

養成することを目的とする。 

 

【教育目標】 

１．教員と大学院生が共に成長するような教育環境のなかで豊かな心を育てる。 

２．事例研究を中心とした実践教育を通して臨床心理的な素養を身につける。 

３．実践の成果を研究報告としてまとめられるような能力を養う。  

４．研究成果あるいは実践活動を通して地域社会に貢献できる人材を育成する。 

 

 

２ 教育研究指導の内容等 

 

（１） 教育課程 

必須 
大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65 条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条
第１項との関連 

必須 
「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養
う」という修士課程の目的への適合性 

必須 
「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研
究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

必須 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における教育内容のとの関係 
必須 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係 
必須 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 
必須 博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性 
必須 専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教育目標との適合性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① カリキュラムの充実を図る 

認定協会指定の選択必修科目群の中で、開講科目の少ない科目群について充実を図り、指定制

大学院第１種校に求められる教育体制の整備に努める。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ことが今後の検討課題となっている。 

また、大学院進学に向けての特別選抜制度の充実を図るため、大学院進学希望者に対する教育

の充実を学部との連携を図り実施する。 

② 臨床心理実習における諸問題を検討する 

臨床心理学実習Ａにおける院生のケース担当のあり方、ケースカンファランスの持ち方、学外

スーパーバイザーの体制整備、学外講師を招聘しての事例検討会の開催、心理臨床センターの運

営と大学院教育との連携の強化などにより効果的な実習体制を追求する。また、臨床心理学実習

Ｂ(学外施設実習)の実習施設数の拡大を図るとともに、実習施設の指導担当者との連携を強化す

る。 

③ 進路を考慮した教育充実を図る 

高い評価を維持するには、優秀な教員の確保と維持、より質の高い教育システムの充実と改善
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への不断の努力が必要である。また、臨床心理士認定試験の合格率の更なる向上が課題であり、

一方、卒後（修了生）の就職状況の把握と就職援助も現実的課題となっている。 

④ 広く知識を身に付けさせる点で、研究科間の相互履修を可能とする制度の検討。 

⑤ 他大学の大学院とのカリキュラム相互乗り入れ（単位互換）を推進する。 

⑥ 近年、本学修了生の臨床心理士資格の合格率は９割（全国合格率６割）を誇っている。高い評

価を維持するには、優秀な教員の確保と維持、より質の高い教育システムの充実と改善への不断

の努力が必要である。 

   また、臨床心理士認定試験の合格率の更なる向上が課題であり、一方、卒後（修了生）の就職

状況の把握と就職援助も現実的課題となっているため、就職先の選択に関して指導する体制を充

実させる。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 認定協会指定の5群のうち、Ａ群に心理統計法特論，Ｃ群に犯罪心理学特論を、またＥ群の心

理療法学特論を，心理療法学特論Ａ、心理療法特論Ｂの２科目に分離して内容を充実させる方針

を決定する。またＤ群の学校保健学特論を廃止し，Ｅ群の集団療法特論は名称をグループ・アプ

ローチ特論に変更することを確認した。 

  ② 学内・学外のスーパーバイザー体制は一定程度整備されている。2009年度の学外実習先は，過

去に実習を依頼した施設のみであるが，新年度は新たに札幌医科大学付属病院，むぎのこ発達ク

リニックなどに依頼することができた。 

  ③ 進路に関しては、キャリア支援課および北海道臨床心理士会メーリングリスト等からの情報を

積極的に提供するようにしている。また指導教員の協力によりアドバイスは行っているが、組織

的に決められた就職先を確保するまでには至っていない。なお2009年度の臨床心理士資格資格試

験合格者は8名おり，合格率は66.7％で全国平均（62.3％）より高くなっている。 

  ④ 検討にはいたらなかった。 

  ⑤ 道内の他大学臨床心理士養成大学院と比較して本学は充実しており，単位互換の必要性は今の

ところ認められない。しかし他大学に非常勤講師として出講している教員の負担の問題もあり，

今後の検討が必要であろう。 

  ⑥ 合格率はやや下がって来たが、臨床心理士資格を取得するための教育体制は今後も継続してい

きたい。進路については、大学に寄せられた求人に加え、教員や修了生とのつながりにより希望

にそった就職先を可能な限り紹介している。                      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① カリキュラムの充実を図る 

    認定協会指定の選択必修科目群の中で、開講科目の少ない科目群について充実を図り、指定制

大学院第１種校に求められる教育体制の整備に努める。また、大学院進学に向けての特別選抜制

度の充実を図るため、大学院進学希望者に対する教育の充実を学部との連携を図り実施する。 

  ② 臨床心理実習における諸問題を検討する 

    臨床心理学実習Ａにおける院生のケース担当のあり方、ケースカンファランスの持ち方、学外

スーパーヴァイザーの体制整備、学外講師を招聘しての事例検討会の開催、心理臨床センターの

運営と大学院教育との連携の強化などにより効果的な実習体制の充実に努める。また、臨床心理

実習Ｂ(学外施設実習)の実習先選定方法や指導教育体制等を検討するとともに、実習施設の指導

担当者との連携を強化する。 

  ③ 進路を考慮した教育充実を図る 

    高い評価を維持するには、優秀な教員の確保と維持、より質の高い教育システムの充実と改善
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への不断の努力が必要である。また、臨床心理士認定試験の合格率の更なる向上が課題であり、

一方、卒後（修了生）の就職状況の把握と就職援助も現実的課題となっている。 

  ④ 広く知識を身に付けさせる点で、研究科間の相互履修を可能とする制度の検討。 

  ⑤ 実践的な教育についての評価の再検討を進める。 

  ⑥ 国家資格，その他資格取得のためのプログラム・支援措置とその改善 

    本学修了生の臨床心理士資格の合格率を高い水準で維持するために、優秀な教員の確保と維持、

より質の高い教育システムの充実と改善への不断の努力が必要である。また、臨床心理士認定試

験の合格率の更なる向上が課題であり、一方、卒後（修了生）の就職状況の把握と就職援助も現

実的課題となっているため、修了生の協力なども含めて、就職先の選択に関して、指導する体制

を充実させる。 

 

 

（２） 授業形態と単位の関係 
必須 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

 

 

（３） 単位互換・単位認定等 
必須 国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第15条） 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

札幌圏大学との単位互換協定の締結および単位互換協定に関わる科目振替措置制度（科目振替表

の作成）を確立する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   通学時間、履修科目を考えると、本学の学生にとってはメリットよりデメリットの方が多い。し

かし教員にとっては負担軽減となる可能性があり、今後も引き続き検討していきたい。    

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   単位互換協定の締結および単位互換協定に関わる科目振替措置制度（科目振替票の作成）の確立

に向けて、札幌圏大学とのセミナーや授業の一部連携を模索・試行する。 

 

 

（４） 社会人学生・外国人留学生への教育上の配慮 
必須 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

社会人に対しては、土曜（あるいは一部日曜開講）開講、札幌圏大学との単位互換協定の締結お

よび単位互換協定に関わる科目振替措置、長期履修制度による計画的な単位取得制度を設けること

により、受け入れ体制を確立する。 

また、外国人留学生については、これまで問い合わせ等、希望する者はいなかったが、将来、入

学の可能性も検討し、対策をたてる必要性がある。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   2010入試より社会人入試を実施したが、実習のことを考えると，長期履修制度をなかなか活用で

きないという現実的な問題が明らかとなった。なお，社会人二期試験も導入することになったが，



 

- 193 - 

一期二期ともに志願者は少なかった。 

   外国人留学生の受け入れについては、これまで応募はなく，今後継続して検討していくことにな

る。                                         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   社会人に対して、土曜（あるいは一部日曜開講）開講、他大学との単位互換制度、長期履修制度

を、現在の研究科の体制も考慮し、一部取り入れなども含めて受け入れ体制を再検討する。また、

外国人留学生については、これまで問い合わせ等、希望する者はいなかったが、将来、入学の可能

性も検討し、対策をたてる必要性がある。 

 

 

（５） 生涯学習への対応 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

社会連携センターとの協力による「コミュニティ・カレッジ」としての講座の開講。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

毎年臨床心理学研究科の所属教員による社会人を対象とした講座を開講している。     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 社会連携センターとの協力による「コミュニティ・カレッジ」としての講座を開講する。 

  ② 修了生の同窓会を設立し、修了生との連携を図り、研修や研究の機会や場を増やすよう模索・

計画する。 

 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
必須 教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性 
任意 修士課程、博士課程、専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 
任意 大学教員、研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 臨床心理士資格取得につき指導する体制を充実させる。 

② 就職先の選択に関して指導する体制を充実させる。 

③ 修士論文作成につながる「特別研究」科目の開講クラス（担当者）の増による指導体制の充実。 

④ 正式な修士論文発表会（２月）前に、中間発表会を２回（６月・１０月）開催することでの、

継続的な指導体制に伴う個別指導の強化。 

⑤ 研究活動の過程における個人情報の取り扱いを遵守する点での倫理規程（申し合わせ内容）の

制定、及び研究申請書の提出制による指導充実。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 進路については、大学に寄せられた求人に加え、教員や修了生とのつながりにより希望にそ

った就職先を可能な限り紹介している。                        
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  ③ 2010年度から、「特別研究Ⅰ」を通年科目にすることにした。 

  ④ 修士論文の指導体制については、現体制を継続し、今後も更なる充実を図りたい。 

  ⑤  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 臨床心理士資格取得について指導する体制を充実させる。  

  ② 就職先の選択に関して指導する体制を充実させる。 

  ③ 修士論文作成につながる「特別研究」科目の開講クラス（担当者・時間）の増による指導体制

の充実をはかる。 

  ④ 正式な修士論文発表会（２月）前に、中間発表会を２回（６月・１０月）開催することで、継

続的な指導体制に伴う個別指導を強化する。さらに、修論計画発表会（修士１年の３月頃、合宿

形式）を試行する。 

  ⑤ 研究活動の過程における個人情報の取り扱いを遵守するため、倫理規程及び研究申請書の提出

制による指導の充実を進める。 

 

 

（２） 成績評価法 
必須 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 
必須 専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 修士論文評価基準の大学院便覧における開示。  

② 修士論文審査について、副査を２名体制への改善。 

③ 修士論文報告会における点数評価の検討。（2007年度試行実施した経過あり。） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ①② 修士論文評価基準の開示は実施済みである。副査については昨年度までの1名から2名体制

に改善し、論文審査、口述諮問に参加してもらった。 

  ③ 修士論文報告会における点数評価の実施は、院生への事前通知がなされていなかった点や教員

の負担を考慮し、実施を見合わせた。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 修士論文評価基準について、大学院便覧における開示をする。 

  ② 修士論文審査について、副査を２名体制へ改善する。 

  ③ 修士論文報告会における点数評価の検討をする。 

  ④ 実践的教育に対する適切な評価の検討として、臨床実習に対するロールプレイを用いた評価の

試行とそれによる個別指導を重ねる。 

 

 

（３） 研究指導等 
必須 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 
必須 学生に対する履修指導の適切性 
必須 指導教員による個別的な研究指導の充実度 
任意 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 
任意 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 履修登録票提出時における指導教員事前確認制による履修指導の確立。 

② 修士論文指導、評価における、複数指導体制を検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 2009年度は計画どおり実施・達成している。院生は個別に他の教員から指導を受けている。 

  ② 評価は2名の副査の意見を取り入れている。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 履修登録票提出時における指導教員事前確認制による履修指導の強化を行う。 

  ② 修士論文指導、評価における、主査・副査２名体制での指導強化・責任体制の明確化を進める。 

 

 

（４） 教育・研究指導の改善 

必須 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ･ディベロップメント（ＦＤ))およびそ
の有効性 

必須 シラバスの作成と活用状況 
必須 学生による授業評価の活用状況 
任意 修了生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 新入生ガイダンス後の交流会、修士論文指導合宿の実施時において、教育指導の在り方の改善

に反映させる意見交換を行う。また、定期的に大学院生に対するアンケート調査なども実施し、

教育・研究指導改善に反映させる制度的な施策の検討を行う。 

② 修士論文の成果を発表する機会として、修士論文抄録集を発行し、指導教員、および関係者に

配布しているが、発行の在り方、配布先について再検討を要する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 院生研究室を１年生、２年生合同とした。また交流会や合宿は、組織的に取り組まれた。なお、

具体的なアンケート等による授業評価については、実施されなかった。          

  ② 2009年度においては、計画どおり実施・達成している。                

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 新入生ガイダンス後の交流会、修士論文指導合宿の実施時において、教育指導の在り方の改善

に反映させる意見交換を行う。 

  ② 定期的に大学院生に対するアンケート調査なども実施し、教育・研究指導改善に反映させる制

度的な施策の検討を行う。 

  ③ 研究報告書(修士論文抄録集)の発行 

    修士論文の成果を発表する機会として、修士論文抄録集を発行し、指導教員、および関係者に

配布しているが、発行の在り方、配布先について再検討を要する。 

 

 

４ 国内外との教育研究交流 
必須 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 
任意 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の適切性 
任意 国内外の大学院との組織的な教育研究交流の状況 
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

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おり、一方で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。 

   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が、

共同研究まではまだ発展できていない点では、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。 

2009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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   おおむね計画どおり実施・達成している。 

   集中講義で来校された教員に事例検討会のコメンテーターを務めていただくなど、積極的に行っ

た。今年は臨床心理学研究科開設10周年記念ということで飯田眞先生（元新潟大学教授）の講演会

を開催した。また、特別事例検討会に針塚進先生（九州大学教授）に来ていただきコメンテーター

をお願いすることが出来た。また、札幌国際大学と合同の心理臨床セミナーを開催し、加藤志ほ子

先生（南青山心理相談室）から心理検査レポートの書き方についての指導を受けた。 

   2009年度は教員１名が海外留学研修に行っており、その成果が次年度以降フィードバックされる

ことが期待される。                                  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 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ヴィジ

ョン、特別講義などが国内的には定期的に行われており、一方で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。このような相互交流を継続する。 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が、共同研究

まではまだ発展できていない点では、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

極的交流を確立できるよう模索する。 

  ② 臨床心理に対するロールプレイを用いた評価の試行に関して先行する各大学との交流を深める。 

 

 

５ 学位授与 
必須 修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 
必須 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 
任意 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 
任意 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 本研究科の課程修了の条件は、これまでの基準を遵守して行うが、これまで特に院生に明示し

ていなかった学位論文の審査基準について、大学院便覧の掲載したが、加えて、その基準に即し

た更なる指導を要する。 

現在、学位論文の指導教員として資格を認定された者の所属は７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。 

 ② 修士論文審査について、副査を２名体制への改善。修士論文報告会における点数評価の検討。

〔学位記授与代表、奨学金特別免除対象者選定等を目的とする。（2007 年度試行実施した経過あ
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り。）〕 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 年度計画に基づき実施している。                          

  ② 副査 2名体制を導入した。修士論文報告会における点数評価は実施しなかった。     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 本研究科の課程修了の条件は、これまでの基準を遵守して行うが、院生に対しても大学院便覧

に掲載し明示しており、その基準に即した更なる指導と適切な評価を行っていく。現在、学位論

文の指導教員として資格を認定された者の所属は７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。 

  ② 実践的な教育内容の評価については、ロールプレイによる客観的評価とそのフィードバックな

ど、さらなる検討を重ねていく。 

  ③ 修士論文評価基準の改善 

修士論文審査について、主査ならびに副査２名の体制に移行したが、より客観的で適切な修士

論文の評価を追求していかなければならない。そのためにも、修士論文報告会における点数評価

の再検討も必要である。 

 

 

６ 学生の受け入れ 

 

（１） 学生の募集方法、入学者選抜方法 
必須 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 特別選抜入試 

(1) 学内における優秀な学生を、学部教育から一貫して大学院を目指す制度として運用してき

ており、上位２５％を受験の対象としているが、編入生に対しては、在学生の推移から受験

可能者が限定される点での改善が課題となる。（当面は、一般上位２５%のＧＰＡと同じ者は

受験可とする措置を取る。） 

(2) 筆記試験科目の改善（臨床心理士を目指す受験生の資質を見る観点より、語学科目より小

論文科目への変更。） 

(3) 面接試験科目の改善（臨床心理士を目指す受験生の資質を見る観点より、個人面接形態よ

り集団面接形態への変更。） 

② 一般入試 

社会人入試制度の導入。〔大学卒業後、３年以上の社会経験を有する者。（一般における規定

の審査書類の他、「社会経験歴報告書」「自己推薦書」「推薦書」［任意］の提出を要する。）〕 

③ 二期試験実施の検討 

一般入試（一期試験）実施後も、より優秀な学生の確保を目的とし、また近年、辞退者が出

ている点で、適正な在学生数を確保するための二期試験の実施（２月）。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 特別選抜入試は年度計画どおり実施された。 

  ② 年度計画どおり実施された。 
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  ③ 年度計画どおり実施された。定員10名を確保した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 特別選抜入試 

学内における優秀な学生を、学部教育から一貫して大学院を目指す制度として運用してきてお

り、上位２５％を受験の対象としているが、編入生に対しては、在学生の推移から受験可能者が

限定される点での改善が課題となる。（当面は、一般上位２５%のＧＰＡと同じ者は受験可とする

措置を取る。） 

臨床心理士を目指す受験生の資質を見る観点より、受験科目（小論文・面接）の内容・評価の

更なる検討を重ねていく。 

  ② 一般入試 

    2009年度に大学卒業後３年以上の社会経験を有する者に対して社会人入試制度を導入し、さら

に二期試験実施も導入したが、受験生の増加にはつながらなかった。日程等を含めて募集方法、

選抜方法についてさらに検討を進める。 

  ③ 入学生受け入れの方針 

より資質が問われる臨床心理士・専門家養成という観点から、優秀な学生の確保と適正な在学

生数の確保について改めて検討する。 

 

 

（２） 学内成績優秀者選抜入試 
必須 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

既に「特別選抜入試」として実施しているが、受験対象となる成績上位者の割合について、上位

者が必ずしも大学院進学希望者でない点と広く受験の機会を与える点で、検討が必要。特に、編入

生における受験対象基準については、一般生との明確な識別を要する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

成績上位25％を受験可能な対象者として取り扱った。編入学生に対してもこれに準じて、一般学

生の受験可能基準ＧＰＡを受験可能な基準とし、優秀な編入学生のほとんどが受験可能となった。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   既に「特別選抜入試」として実施しているが、受験対象となる成績上位者の割合について、上位

者が必ずしも大学院進学希望者でない点と広く受験の機会を与える点で検討が必要である。特に、

編入生における受験対象基準については、一般生との明確な識別を要する。 

 

 

（３） 門戸開放 
必須 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

 

 

（４） 飛び入学 
必須 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 
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（５） 社会人の受け入れ 
必須 大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 入試制度について 

社会人入試制度の導入。〔大学卒業後、３年以上の社会経験を有する者。（一般における規定の

審査書類の他、「社会経験歴報告書」「自己推薦書」「推薦書」［任意］の提出を要する。）〕 

② 受け入れ体制について 

(1) 夜間開講 

サテライト教室（社会連携センター）を利用しての一部を科目を夜間開講し、仕事に就き

ながらの通学可となるカリキュラム体制の検討。 

(2) 土曜（あるいは一部日曜開講）開講 

現在の本大学院でのカリキュラム体制では、平日の昼間の仕事に就きながらの単位取得は

難しい状況にあるため、土曜（あるいは一部日曜開講）開講を行うことにより、単位取得を

可能とする。〔担当教員の隔年交代制等により、履修院生の事情と教員の負担を考慮する。〕 

(3) 札幌圏大学との単位互換協定の締結 

現カリキュラム体制では、昼間の仕事に就きながらの単位取得は難しい状況にあるため、

上記①の体制に加え、夜間開講（あるいは土曜・日曜開講）をしている札幌圏大学との単位

互換協定の結ぶことにより、単位取得を可能とする。 

(4) 単位互換協定に関わる科目振替措置 

上記②との関連により、他大学開講の科目が必ずしも同名称の科目とは限らないため、講

義内容を吟味の上、本学のカリキュラムにあった科目振替措置を行う。 

(5) 長期履修制度による計画的な単位取得 

規定の修業年限では、個別の事情と各年における時間割との関係上、必要科目を履修できな

い場合も考えられるため、同じ授業料で計画的に３～４年の修業で単位取得を目指すことがで

きる制度を確立する必要がある。 

(6) 研究科間の相互履修制度の確立。（より広い範囲で知識を得るために、研究科どうしの履修

を可能とする制度を検討。） 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 年度計画どおり実施された。 

  ② 社会人入試に伴い、長期履修制度を導入する予定であったが、実習や時間割の関係でむずかし

いことが分かった。 

また、土曜（あるいは一部日曜開講）開講、札幌圏大学との単位互換協定の締結等については、

現在のおかれている教員体制や他大学のカリキュラム体系などに噛み合わないところがあり、継

続して検討していく必要がある。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 入試制度について 

大学卒業後、3 年以上の社会経験を有する者への社会人入試制度については、その審査基準等

の検討を重ねながら継続する。 

  ② 受け入れ体制について 

現在の体制において、就労しながらの社会人入学・修学は難しいところであるが、他大学との
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単位互換協定の締結および単位互換協定に関わる科目振替措置制度（科目振替票の作成）の確立

に向けて、札幌圏大学とのセミナーや授業の一部連携を模索する。 

  ③ 記念事業を通しての情宣活動 

    本学の教育内容や成果について、臨床心理学研究科 10 周年・心理臨床センター15 周年記念事

業を通じて地域社会に対して情宣活動を行う。 

 

 

（６） 科目等履修生、研究生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生、研究生等） 
任意 大学院研究科における科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況 
任意 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った、大学院における学生受け入れ・単位認定の適切性

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

これまで研究生の受け入れを行った経緯があるが、ニーズに応じて科目等履修生受け入れ・聴講

生の制度の導入を検討したい。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   科目等履修生の受け入れや聴講生の制度の導入については継続して検討する。       

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   これまで研究生の受け入れを行った経緯があるが、ニーズに応じて科目等履修生受け入れ・聴講

生の制度の導入を検討したい。 

 

 

（７） 定員管理 
必須 大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

道内に一種認定大学院が増えてきていることから、志願者確保のための競争が激化する見込みで

ある。このため、臨床心理士の高い合格率を維持する教育内容をもって志願者を確保することが課

題である。 

この点で、一般入試（一期試験）実施後も、より優秀な学生の確保を目的とし、また近年、辞退

者が出ている点で、適正な在学生数を確保するための二期試験を実施（２月）する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   年度計画どおり二期試験を実施した。                         

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 道内に一種認定大学院が増えてきていることから、志願者確保のための競争が激化する見込み

である。このため、臨床心理士の高い合格率を維持する教育内容をもって志願者を確保すること

が課題である。この点で、より優秀な学生の確保を目的とし、適正な在学生数を確保するための

二期試験を実施（２月）する。 

  ② 研究科記念事業を通じて、心理臨床センターを含めた研究科の活動を地域社会に周知してもら
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う。 

 

 

７ 教員組織 

 

（１） 教員組織 

必須 
大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数、法令上の基準との関係における当該大学院研究科の教員組
織の適切性、妥当性 

必須 大学院研究科における組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担および連携体制確保の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 専任教員は、本来の業務の他に加え、心理臨床センターでの通常算定外の業務をかかえている

点で過度の負担となっており、常に専任教員の増員と充実とが課題となっている。また、臨床の

分野において、女性の視点からの指導も必要とする点で、女性教員の確保も課題である。 

② 講義、実習指導、修士論文指導などの本来の業務の他に、心理臨床センターでの相談業務、院

生のスーパービジョンなど通常では算定されないさまざまな業務をこなしていて、過度の負担と

なっている点で、業務内容の精査の上、実情に応じた計画的な教員採用が必要である。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 依然として大学院および実習施設の通常算定外の負担は軽減されておらず今後の課題として残

されている。                                    

  ② 今後も優秀な専任教員の確保は課題である。                     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 専任教員は、本来の業務の他に加え、心理臨床センターでの通常算定外の業務をかかえている

点で過度の負担となっており、常に専任教員の増員と充実とが課題となっている。また、臨床の

分野において、女性の視点からの指導も必要とする点で、女性教員の確保も課題である。 

  ② 教員の採用計画など 

    講義、実習指導、修士論文指導などの本来の業務の他に、心理臨床センターでの相談業務、院

生のスーパーヴィジョンなど通常では算定されないさまざまな業務をこなしていて、学生数から

みても専任教員の割合が少なく過度の負担となっている点で、業務内容の精査の上、実情に応じ

た計画的な教員採用が必要である。本年度、契約特別任用教員１名の期限が切れ、また、来年度

は定年を迎える教員がいるが、専門分野や年齢・性別等のバランスを考えた人事採用を将来的な

体制も考慮して計画し確保していく。 

 

 

（２） 教育研究支援職員 
必須 大学院研究科における研究支援職員の充実度 
必須 大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

任意 
大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ)、リサーチ・アシスタント（ＲＡ)の制度化の状況とその活用の適
切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

将来、大学院の定員増の可能性を考慮すると、教員と事務局（大学院・研究課）との連携を深め、

大学院生の教育・研究の条件整備にあたる必要がある。 

また、ＲＡ・ＴＡの制度を含め、教育・研究支援職員を充実させる制度の導入が必要である。 
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【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

   実習のための施設増設（面接室、プレイルームなど）や院生研究室が確保されない現状では定

員増は不可能であろう。 

学部科目のＴＡ（アルバイト）を院生が担っているが、今後は制度的な整備が必要である。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   将来、大学院の定員増の可能性を考慮すると、教員と事務局（大学院・研究課）との連携を深め、

大学院生の教育・研究の条件整備にあたる必要がある。また、ＲＡ・ＴＡの制度を含め、教育・研

究支援職員を充実させる制度の導入が必要である。 

 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
必須 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
任意 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

教育・研究の環境保障のため、優秀な専任教員を常時確保することは も重要な課題であり、常

に腐心するところである。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

カリキュラムを充実させるためには今後とも優秀な専任教員の確保が必要である。     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   教育・研究の環境保障のため、優秀な専任教員を常時確保することは も重要な課題であり、常

に腐心するところである。 なお、研究科独自の採用人事の要望が、人事委員会等で検討されるよ

う働きかける必要性がある。 

 

 

（４） 教育研究活動の評価 
必須 大学院研究科における教員の教育活動および研究活動の評価の実施状況とその有効性 
任意 大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況 

 

 

（５） 研究科と他の教育研究組織・機関等との関係 
必須 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

年１～２回、他大学に参加案内を行うケースカンファレンスを実施、学内はもとより、学外から

もその有効性について高い評価を得ており、今後も、他大学院との交流の場をもち、また、実施回

数も増やすことを通じて、将来、教育・研究の相互協力を持続することを確立する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

特別事例検討会１回実施した。また、札幌国際大学と合同で心理臨床セミナーを開催した。  

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔臨床心理学研究科〕 

   年１～２回、他大学に参加案内を行うケースカンファレンスを実施、学内はもとより、学外から

もその有効性について高い評価を得ており、今後も、他大学院との交流の場をもち、将来、教育・

研究の相互協力を持続することを確立する。 

 

 

８ 研究活動と研究環境 
（研究活動） 
必須 論文等研究成果の発表状況 
任意 国内外の学会での活動状況 
任意 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
任意 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
（研究における国際連携） 
任意 国際的な共同研究への参加状況 
任意 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
必須 附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 
任意 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 
（経常的な研究条件の整備） 
必須 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
必須 教員個室等の教員研究室の整備状況 
必須 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
必須 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
必須 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
必須 科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 
任意 基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
任意 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
任意 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 
（倫理面からの研究条件の整備） 
任意 研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 
任意 研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性 

 

（１） 研究活動を促進するための措置、科学研究費補助金等外部資金獲得のための取り組み 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 基本的に研究については、個人活動に委ねているため、今後、研究科内での企画による研究促

進を検討する必要がある。 

② 留研〔在外・国内（在宅）研究員〕については、教員の事情を考慮し、当該者を選定している。 

③ 心理臨床センターの運営と大学院教育との連携の強化などにより効果的な実習体制を追求する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 通常業務の負担に伴い、研究活動の促進が抑えられているのが現状である。 

  ② 留研者については、現在のところ予定はない。 

  ③ これまで同様連携を保って運営してきた。                      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

   基本的に研究については、個人活動に委ねているため、今後、研究科内での企画による研究促進

を検討する必要がある。また、留研（在外・国内(在宅)研究員）については、教員の事情を考慮し、

当該者を選定している。 

 

 

（２） 附置研究所、研究センター等に関わった研究科としての取り組み 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔臨床心理学研究科〕 

   心理臨床センターの運営と大学院教育との連携の強化などにより効果的な実習体制を追求する。

また、修了生との連携を密にすることで、教育・研究体制の充実をはかる。 

 

 

９ 研究科の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
必須 大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

① 社会人受け入れ等による在学生増に伴い、院生研究室の不足（パソコン・プリンター等施設整

備等）、教室確保の問題が発生するため、先を見据えての対応が必要となる。 

② 社会人受け入れ検討に伴い実際に仕事をもった修学生の実情を考慮し、科目の一部分を札幌都

心部の社会連携センターにおいて開講することを検討する。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

  ① 施設整備は、継続課題である。                           

  ② 社会人入試を導入したが、現在のところ仕事をもった学生はいない。受け入れ体制の整備は今

後も検討していかなければならないだろう。                      

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔臨床心理学研究科〕 

  ① 院生研究室の機器等の老朽化（パソコン・プリンター・ソフト等施設整備等）や、事例の記録

や討議等のための教室不足などの問題があり、その対応が必要となる。 

  ② サテライト教室の確保 

    科目の一部分や他大学院との合同特別セミナー等を札幌都心部の社会連携センター等において

行うことを模索する。また、心理臨床センター活動の充実に向けて、サテライト（社会連携セン

ター）での心理相談に必要な設備・体制について検討する。 


