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放送大学教養学部 公認心理師学部段階カリキュラム

2024年度「心理演習」「心理実習」
受講のための選考試験要項

【出願期間】	 2023年8月25日（金）10時	～ 9月8日（金）17時
【出願方法】	 インターネット出願のみ
【選	考	料】	 出願時に20,000円納付（選考料納付確認後に受験日時および試験会場の予約が確定）

　公認心理師学部段階カリキュラムにおける、「心理演習」「心理実習」の受講生を決定するために以下の要
領で選考試験を行います。
　本選考試験に合格した方のみが2024年度に「大学における必要な科目」である「心理演習」「心理実習」を
受講することができます。

選考試験出願全般についての注意事項
※重要ですので、必ずお読みください。

今回の選考試験に出願できるのは出願資格要件を満たした方のみです。出願資格要件については
「２．選考試験出願資格」をご確認ください。

2024年度「心理演習」「心理実習」受講生の募集について
（1）募集学生

公認心理師の資格取得を目指す方で、公認心理師法施行規則（平成 29 年文部科学省・厚生労働省令第 3
号）に規定されている公認心理師になるための「大学における必要な科目」に対応する放送大学の対応科目をすべ
て修得し、公認心理師試験（国家試験）受験のための学部段階の要件を満たすことを目指す学生。

（2）募集定員
全体で 30 名

（3）「心理演習」「心理実習」を受講するにあたり放送大学が求めるもの
公認心理師法の第一条には、「公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の

保持増進に寄与することを目的とする。」と書かれています。したがって、本学の公認心理師学部段階教育において
は、臨床心理学にとどまらず、幅広い内容を学習し、実践に基づき自らとの対話を通じて研鑽し、将来、国家資格と
しての公認心理師として業務が行えるよう、厳格なカリキュラムが用意されています。そのため、特に「心理演習」「心
理実習」受講者は以下の要件を満たすことが必要です。
●「心理演習」「心理実習」受講に必要とされる十分な知識を修得している者。
●適切なコミュニケーションを通して、協力をしながら「心理演習」「心理実習」を行える者。
● 「心理演習」「心理実習」中における守秘義務を遵守し、実習先の方針に従い、実習施設の通常業務を

妨げない者。
上記条件が満たされていることの確認を行うための選考試験を実施します。なお、選考試験合格者は

翌年度の「心理演習」「心理実習」を受講することができます。

選考試験の出願方法は、インターネット出願のみとなります。選考試験の出願にあたっては、ご自身
でインターネットを利用できる環境を確保していただく必要があります。また、パソコンスキル（ガ
イダンス動画の視聴やインターネット出願の際のキーボード入力等）が必要となります。

締切期限は厳守してください。
期限後の出願やレポート提出は一切受付できませんので、ご注意ください。

出願資格要件を満たした方であれば、学籍の有無や学生種別（全科履修生、選科履修生、科目履修生）
を問わず出願可能です。また、休学中でも出願可能です。

2022年11月現在
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１．選考試験から「心理演習」「心理実習」の単位認定までの流れ
2024年度「心理演習」「心理実習」受講のための選考試験（2023年度実施）ガイダンス動画を視聴

視聴期間：2023年4月10日（月）10時 ～ 6月7日（水）
（詳しくは、「２．選考試験出願資格」参照）

2024年度「心理演習」「心理実習」受講のための選考試験（2023年度実施）課題レポート提出（郵送のみ）
提出期間：2023年5月15日（月）～ 6月7日（水）（必着）

（詳しくは、「２．選考試験出願資格」参照）

出願資格を満たす
（詳しくは、「２．選考試験出願資格」参照）

選考試験出願（インターネット出願のみ）
出願期間：2023年8月25日（金）10時 ～ 9月8日（金）17時

（詳しくは、「３．選考試験出願について」参照）

第1次選考（ＣＢＴ試験）
実施日：2023年9月14日（木）～ 10月5日（木）のいずれか1日

（詳しくは、「４．選考方法」参照）

第1次選考合否通知　
2023年11月22日（水）発送（簡易書留）

第2次選考（第1次選考の合格者のみ面接試験）
実施日：2023年12月9日（土）～ 12月13日（水）のうち指定された日時

（詳しくは、「４．選考方法」参照）

第2次選考合否通知
2024年1月9日（火）発送（簡易書留）

選考試験合格者のみ「心理演習」「心理実習」受講
「心理演習」：  2024年4月中の連続した3日間および2025年1月中の1日の指定されたのべ4日間 

放送大学本部で受講〔面接授業（Webによる面接授業を含む）〕
「心理実習」：  2024年5月～ 12月の期間の平日および土日で連続した3日間を含む指定されたのべ 

12日間（予定）
  放送大学本部および首都圏で受講〔面接授業（Webによる面接授業および学外実習を 

含む）〕（予定）
（詳しくは、「５．「心理演習」「心理実習」について」参照）

「心理演習」「心理実習」成績評価および単位認定
単位認定：2024年度第2学期末（面接授業の単位として認定）

（詳しくは、「５．「心理演習」「心理実習」について」参照）

※2023年6月下旬 選考試験出願方法の詳細について公表
   （詳しくは、「3．選考試験出願について」参照）
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２．選考試験出願資格
（1）出願資格要件

　以下の①～③の要件をすべて満たすこと。

出願資格要件 ①
2024年度「心理演習」「心理実習」受講のための選考試験ガイダンス動画を
視聴期間中に視聴し、2023年6月7日（水）（必着）までに課題レポートを
提出済であること。

【2024年度「心理演習」「心理実習」受講のための選考試験ガイダンス動画および課題レポートについて】
　選考試験に出願予定の方は、放送大学公認心理師ウェブサイト（https://www.ouj.ac.jp/reasons-
to-choose-us/qualification/psychologist3/）に掲載されている2024年「心理演習」「心理実習」受講の
ための選考試験ガイダンス動画を必ず視聴し、2023年6月7日（水）（必着）までに課題レポートを
提出する必要があります。課題レポートの詳細については、ガイダンス動画内で提示されます。

出願資格要件 ②

2023年度第1学期の単位認定までに「大学における必要な科目」のうち指
定された7科目（1「公認心理師の職責」、2「心理学概論」、3「臨床心理学概
論」、14「心理的アセスメント」、15「心理学的支援法」、16「健康・医療心理
学」、23「関係行政論」）に対応する放送大学の対応科目の単位を修得済で
あること。

選考試験ガイダンス動画視聴期間 2023年4月10日（月）10時 ～ 6月7日（水）

課題レポート提出期間（郵送のみ） 2023年5月15日（月）～ 6月7日（水）（必着）

番
号大学における必要な科目 必要

単位数 放送大学の対応科目 出願資格
要件科目

1 公認心理師の職責 2 心理職の専門性（’20）−公認心理師の職責− ○
2 心理学概論 2 心理学概論（’18） ○
3 臨床心理学概論 2 臨床心理学概論（’20） ○
4 心理学研究法 2 心理学研究法（’20） 〔心理学研究法（’14）〕
5 心理学統計法 2 心理学統計法（’21）

6 心理学実験 2

（1単位×2科目必要）
　心理学実験1, 2, 3
　〔心理学実験1（Web）, 2（Web）, 3（Web）〕

（2単位×1科目必要）
　心理学実験（基礎）

7 知覚・認知心理学 2 知覚・認知心理学（’23）
〔知覚・認知心理学（’19）〕

8 学習・言語心理学 2 学習・言語心理学（’21）
9 感情・人格心理学 2 感情・人格心理学（’21）
10 神経・生理心理学 2 神経・生理心理学（’22）
11 社会・集団・家族心理学 2 社会・集団・家族心理学（’20）
12 発達心理学 2 発達心理学概論（’17）
13 障害者・障害児心理学 2 障害者・障害児心理学（’21）
14 心理的アセスメント 2 心理的アセスメント（’20） ○

15 心理学的支援法 2 心理カウンセリング序説（’21）
−心理学的支援法− ○

番
号大学における必要な科目 必要

単位数 放送大学の対応科目 出願資格
要件科目

16 健康・医療心理学 2
今日のメンタルヘルス（’23）
−健康・医療心理学の実践的展開−

〔今日のメンタルヘルス（’19）
−健康・医療心理学の実践的展開−〕

○

17 福祉心理学 2 福祉心理学（’21）
18 教育・学校心理学 2 教育・学校心理学（’20）
19 司法・犯罪心理学 2 司法・犯罪心理学（’20）
20 産業・組織心理学 2 産業・組織心理学（’20）

21 人体の構造と機能及び
疾病 4

2
人体の構造と機能（’22）
−人体の構造と機能及び疾病Ａ−

〔人体の構造と機能（’18）
−人体の構造と機能及び疾病Ａ−〕

2
疾病の成立と回復促進（’21）
−人体の構造と機能及び疾病Ｂ−

〔疾病の成立と回復促進（’17）
−人体の構造と機能及び疾病Ｂ−〕

22 精神疾患とその治療 2 精神疾患とその治療（’20）

23 関係行政論 2 心理臨床における法・倫理・制度（’21）
−関係行政論− ○

24 心理演習 2 心理演習
25 心理実習（80時間以上） 2 心理実習

合計 52 単位

「大学における必要な科目」に対応する放送大学の対応科目� 〔　　　　　〕は閉講科目です。

※最新の対応科目一覧は放送大学公認心理師ウェブサイトをご覧ください。

出願資格要件 ③ 日本国内に居住し、郵便で連絡可能な方。
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（2）選考試験出願時の学籍状況について
　選考試験出願時の学籍状況については、「（1）出願資格要件」を満たした方であれば、学籍の有無
や学生種別（全科履修生、選科履修生、科目履修生）、所属コースを問わず出願可能です。また、休学
中でも出願可能です。
　ただし、選考試験合格後「心理演習」「心理実習」を受講する2024年度には、全科履修生としての
在籍が必要となります。選考試験合格者で、全科履修生として在籍していない方は、合格後「心理演
習」「心理実習」受講のため、全科履修生への出願および入学が必要になります。
注意： 実施年度により選考試験に係る出願資格要件は変更されることがありますので、放送大学ウェ

ブサイトを必ずご確認ください。

３．選考試験出願について
（1）選考試験出願の方法

※選考試験の出願資格要件を満たしていない方は、出願できません。
※選考試験出願はインターネット出願のみとなります。
※ 選考試験出願時に選考料（ 20 , 000 円）の納付が必要です。選考料納付確認後、出願時に予約した

受験日時および試験会場が確定され、受験可能となります。
※第1次選考（ＣＢＴ試験）は、居住都道府県以外の試験会場も選択可能です。

選考試験出願期間 2023年8月25日（金）10時 ～ 9月8日（金）17時

選考試験出願方法の詳細は、2023年6月下旬に放送大学公認心理師ウェブサイトの
「選考試験」ページ

（https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/qualification/psychologist3/07/）に掲載します。

放送大学公認心理師ウェブサイトの「選考試験」ページ
（https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/qualification/psychologist3/07/）へアクセス

↓
選考試験へ「出願する」ボタンをクリック

↓
ＣＢＴ試験実施業者のページへ移動する

↓
選考試験出願（予約）ページへ

※選考試験出願期間までは予約できません。
※「選考試験の出願資格要件を満たしていない方」は、出願できません。

（出願資格については、「２．選考試験出願資格」（3ページ）をご参照ください。）
↓

選考試験出願に必要な氏名等の基本情報等を入力
※ＣＢＴ試験実施業者のＩＤ取得手続きを含みます。

↓
選考料（ 20 , 000 円）の納付

第1次選考（ＣＢＴ試験）の試験日時および試験会場の予約
↓

選考試験出願完了
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（2）選考試験の選考料について

⃝納付方法： 選考試験出願（インターネット出願のみ）時に以下の支払い方法のいずれかを選択し
納付してください。
・クレジットカード　　　・コンビニエンスストア　　　・Pay-easy
納付方法により、支払い手数料が必要となる場合があります。
納付方法の詳細については、選考試験出願画面をご確認ください。

⃝選考料の返還： 選考試験出願期間終了前に、選考試験のインターネット出願画面よりキャンセル
の手続きを行った場合のみ、選考料を返還します。ただし、納付方法により選考
料から返金手数料を除いた金額が返還金額となる場合があります。

参考：過年度の出願状況 募集年度 募集定員 出願者数 出願倍率
2023年度 30名 513名 17.1
2022年度 30名 363名 12.1

４．選考方法
（1）第1次選考（ＣＢＴ試験）

《ＣＢＴ試験について》
　第1次選考は、パーソナルコンピューター（以下、「ＰＣ」という。）を使用した「ＣＢＴ（Computer 
Based Testing）方式による試験」（以下、「ＣＢＴ試験」）という。）によって実施します。ＣＢＴ試験
受験会場は外部の試験会場で、各都道府県に1か所以上あります。学習センターはＣＢＴ試験受験
会場として使用しません。
⃝ＣＢＴ試験会場の一覧は、2023年6月下旬から、C B T試験実施業者のページで確認できます。
　出題形式は選択式です。
⃝ 試験会場に設置されたＰＣ、マウスおよびキーボードを使用して解答する形式となりますので、

マウス操作や文字入力のスキルが必要となります。

試験期間 2023年9月14日（木）～ 10月5日（木）
受験日
および

試験会場

出願時に試験期間のいずれか1日の受験可能な受験日および受験時間を選択してく
ださい。選考料の納付確認後、出願時に予約した日時およびＣＢＴ試験受験会場が確
定されます。

試験時間 60 分
試験方法 ＣＢＴ方式

出題範囲 「大学における必要な科目」の6「心理学実験」、24「心理演習」および25「心理実習」
を除く22科目

合否通知

2023年11月22日（水）発送（簡易書留）
第1次選考合格者には、第2次選考（面接試験）の日時等が記載された書類を郵送しま
す。なお、第1次選考の合否通知が2023年11月28日（火）までに届かない場合は、巻
末の問い合わせ先へご連絡ください。

（2）第2次選考（面接試験）
　第1次選考の合格者に対して面接試験を行い、実習施設等での実習遂行能力や適性・意欲などを
判定します。
　最終合格者は、第1次選考および第2次選考の結果に基づき決定します。

試験日時 2023年12月9日（土）～ 12月13日（水）のうち指定された日時（9時から18時の間）
＊ 個人の事情による日時の変更等には応じておりませんので、あらかじめご了承ください。

試験会場 放送大学本部
最終合否

通知
2024年1月9日（火）発送（簡易書留）
2024年1月15日（月）までに届かない場合は、巻末の問い合わせ先へご連絡ください。

選考試験の選考料 2 0 , 0 0 0 円
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（3）選考試験受験回数について
　選考試験は年1回実施します。受験回数に制限はありません。

（4）注意事項等
⃝ 第1次選考（ＣＢＴ試験）および第2次選考（面接試験）を受験しなかった場合は欠席扱いとなり、

受講者選考の対象外となります。また、欠席者に対して選考試験の結果通知および選考料の返還
は行いません。

⃝選考試験受験のための宿泊先等の斡旋は行っておりません。
⃝ 選考内容（出題問題の内容を含む）および合否の問い合わせ等には応じておりません。また、選考

試験の出題問題および正答の公開は行いません。
⃝課題レポートの模範解答の公表および添削・返却は行いません。
⃝ 天災、公共交通機関の事故、台風、大雨等による交通機関のまひ、その他受験者の責任に帰さない

やむを得ない事情が生じた場合、予備日に選考試験を実施します。
　・第1次選考予備日： 上に記載の事情が生じた日以降～ 10月19日（木）のうちのいずれか1日
　・第2次選考予備日：12月14日（木）
⃝不正行為について

選考試験の受験にあたり、カンニング、剽窃、身代わり受験、その他選考試験の秩序を乱す行為等
があった場合は、失格や懲戒の対象となります。また、試験問題は著作権法により転載や売買、私
的利用以外での複製等は禁止されています。違反した場合は、懲戒の対象となります。

⃝ 選考試験の出願時点で「心理演習」「心理実習」を履修中の学生は、選考試験に申し込むことはでき
ません。

⃝ 既に公認心理師国家資格をお持ちの方や、公認心理師国家試験の受験資格をお持ちの方は、選考
試験の受験をご遠慮ください

（5）心身等に障がいのある方の特別措置について
　心身等に障がいのある方が選考試験に出願する場合は、障がいの種類等に応じて選考試験におけ
る「受験上」および受講開始後における「修学上」の特別措置を希望することができます。
　特別措置を希望される方は、別途、「特別措置希望調書」の提出が必要ですので、以下の期間内に
本部連携教育課公認心理師係へご連絡ください。ご連絡いただいた方に「特別措置希望調書」の様
式を送付します。相談期間内に連絡がない場合は、「受験上」「修学上」の特別措置の希望に応じら
れない場合がありますので、ご注意ください。
①相談期間：2023年4月10日（月）～ 7月3日（月）
②相談結果：2023年8月 8日（火）に通知文書を発送予定

⃝ 「心理実習」は心身等の障がいの種類および程度によっては、学外の実習施設による受入れが
困難となる場合があります。

⃝修学上の特別措置の内容等については、放送大学ウェブサイトをご参照ください。
　修学上の特別措置について（サポートメニュー）：
https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/accessibility/support/
※サポートメニューすべてを保証するものではありませんので、ご留意ください。

５．「心理演習」「心理実習」について

  注意事項  　 「心理演習」「心理実習」では一部Web会議システムを活用した授業を行う可能性も
ありますので、「心理演習」「心理実習」の実施までにご自身でインターネットを利用
できる環境を整えていただくことおよびパソコンスキル（電子メールやワープロソ
フト等）が必要となります。
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（1）選考試験合格後の在籍および「心理演習」「心理実習」の科目登録について
　選考試験に合格された方は、「心理演習」「心理実習」を受講する2024年度には、全科履修生とし
ての在籍が必要となりますのでご注意ください。選考試験受験時に学籍がない方、科目履修生、選
科履修生または2023年度第2学期末で卒業する方は、2024年度第1学期に全科履修生として入学す
る必要があります。
　全科履修生の入学資格等については、2023年11月下旬配布予定の「2024年度第1学期学生募集
要項」をご確認ください。科目履修生、選科履修生では「心理演習」「心理実習」の受講はできません。
　また、第2次選考合格者の方の「心理演習」「心理実習」の科目登録については、第2次選考合格通
知の際に、別途お知らせします。

  注意事項  　 公認心理師学部段階カリキュラム2024年度「心理演習」「心理実習」受講のための選
考試験の合格者は、2024年度実施の「心理演習」「心理実習」に限り受講可能であり、
自己都合により「心理演習」「心理実習」の受講時期を翌年度にするなどの変更はでき
ません。

（2）「心理演習」について（予定のため、変更されることがあります）

日　程 2024年4月中の連続した3日間および2025年1月中の1日の指定されたのべ4日間
（合計22.5時間程度）

場　所 放送大学本部〔面接授業（Webによる面接授業を含む）〕

授業内容 役割演技（ロールプレイング）、事例検討等を行います。

授業料 11 , 000 円（2単位分）

成績評価
の方法

成績評価は、すべての日程における演習への出席と、授業内で実施する演習課題への
主体的な取り組み、およびレポートの評点により行います。

その他 「心理演習」の受講に際し、交通費、宿泊費は各自での負担となります。

※ 「心理演習」の日程等詳細については2023年5月中旬に放送大学公認心理師ウェブサイト 
（https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/qualification/psychologist3/）で公表します。

（3）「心理実習」について（予定のため、変更されることがあります）

日　程 2024年5月～ 12月の期間の平日および土日で連続した3日間を含む指定されたのべ
12日間（合計90時間程度）

場　所 放送大学本部および首都圏〔面接授業（Webによる面接授業および学外実習を含む）〕

実習内容 保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の5分野の中から実習先を決定します。

授業料 11 , 000 円（2単位分）

実習費 50 , 000 円

成績評価
の方法

成績評価は、すべての日程における実習への出席と、授業内で実施する実習課題への
主体的な取り組み、およびレポートの評点により行います。

その他

「心理実習」の受講に際し、交通費、宿泊費は各自の負担となります。
また、実習先の方針に従う必要があります。実習先の求める項目を含んだ健康診断書
の提出や、実習先が求める感染症対策・予防接種等を完了する必要がある場合、それ
に係る費用は自己負担（学生負担）となります。

※ 「心理実習」の日程等詳細については2023年5月中旬に放送大学公認心理師ウェブサイト 
（https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/qualification/psychologist3/）で公表します。
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（4）「心理演習」「心理実習」の単位認定について
　「心理演習」「心理実習」の2科目は、放送大学では通年科目の面接授業として開講し、それぞれ別
の科目の単位として、2024年度第2学期末に単位認定されます。ただし、2科目ともすべての日程に
出席していることが前提となり、遅刻・早退は一切認められません。
　また、「心理演習」「心理実習」はそれぞれ1科目2単位の科目ですが、単位認定の際は「一体の科目」
として取り扱います。そのため、どちらか1科目のみを履修することや、どちらか1科目のみを単位
認定することはできません。また、納付された「心理演習」「心理実習」の授業料について、単位認定
されなかった場合および自己都合による返金には応じられません。万が一、単位認定されなかった
場合は、翌年度以降に再び選考試験に合格し、「心理演習」「心理実習」両方の科目を履修する必要が
あります。
　「心理演習」「心理実習」は心理と教育コースの専門科目の単位として認定されます。

６．その他
【新型コロナウイルス感染症等への対応について】

今後の新型コロナウイルス感染症拡大等の状況によって、選考試験の実施方法・スケジュール等に
変更が生じることがあります。変更の際は、放送大学公認心理師ウェブサイト（https://www.ouj.ac.jp/
reasons-to-choose-us/qualification/psychologist3/）でお知らせしますので、必ずご確認ください。

【個人情報の取扱いについて】
⃝ 選考試験に出願される方の氏名、現住所などの情報は、選考試験および本選考にかかる放送大学

学園の業務活動に限って使用します。
⃝ 選考試験出願の際に登録いただいた情報は、統計資料として分析の上、パンフレット等への掲載

に使用しますが、氏名・住所等の情報は掲載しません。

７．放送大学　公認心理師学部段階カリキュラムについて
本記載内容は発行時点のもののため、今後変更されることがあります。
最新の情報は下記ウェブサイトからご確認ください。
放送大学公認心理師ウェブサイト
https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/qualification/psychologist3/

問い合わせ先　放送大学学園 学務部 連携教育課公認心理師係
〒261‐8586 千葉県千葉市美浜区若葉2－11
TEL：043‐276‐5111（総合受付）　E‐mail：k.shinri@ouj.ac.jp

※ 放送大学公認心理師学部段階カリキュラムに関するお問い合わせは、メールでの受付となります。 
また、回答までに時間がかかる場合があります。

※選考内容（出題問題の内容を含む）および合否の問い合わせ等には応じておりません。


