公認心理師に対応する本学経過措置対応科目（学部）
公認心理師法施行日（2017年9月15日）より前に放送大学に全科履修生として入学していた方が（注１）、次のⅠ～Ⅴのそれぞれの分類について定められた科目（合計12科目以上相当）を修めて卒業した
場合（注２）には、経過措置として、施行日以降に公認心理師法に対応する大学院において必要な科目を修めて修了する「Ｅルート」か、省令で定める施設で２年間の実務に従事する「Ｆルート」により公認
心理師国家試験の受験を目指すことが可能です。
（注１） 2017年度第2学期入学生は含まれません。なお、卒業生は該当する科目を修めて卒業していること、現在在学している学生は該当する科目を修めて卒業することが必要です。
（注２） 2017年度第1学期以前に全科履修生として入学し、現在も在学している学生は、卒業までの間に該当科目を履修して卒業した場合も経過措置が認められます。
※この対応表は2022年1月12日現在の情報です。不足等があった場合、毎年度更新時に追加いたします。
メディア 開始年度 終了年度
担当教員
受験資格取得条件
科目名
放送大学の対応科目名
行動科学
ＴＶ
1986 ～1989 小川隆客員教授、末永俊郎客員教授
行動科学Ⅰ
ＴＶ
1990 ～1993 鹿取廣人客員教授
行動科学Ⅱ
ＴＶ
1990 ～1993 末永俊郎客員教授
人間行動学
ＴＶ
1994 ～1997 中島義明客員教授、太田裕彦客員教授
心理学概論Ⅰ
ＴＶ
1985 ～1988 大山正客員教授、詫摩武俊客員教授
心理学概論Ⅱ
ＴＶ
1985 ～1988 中川大倫客員教授
心理学
ＴＶ
1989 ～1992 大山正客員教授、詫摩武俊客員教授
① 心理学概論
心理学入門
ＴＶ
1993 ～1996 相場覚客員教授
心理学入門
ＴＶ
1997 ～2001 相場覚客員教授
心理学入門（’０６）
ＴＶ
2006 ～2011 星薫客員准教授、山口勧客員教授、青木紀久代客員准教授
心理学初歩（’０２）
ＴＶ
2002 ～2005 辻敬一郎客員教授、星薫客員准教授
心の科学（’０４）
ＴＶ
2004 ～2007 西川泰夫客員教授
心理学概論（’１２）
ＴＶ
2012 ～2017 星薫客員准教授、森津太子教授
心理学概論（’１８）
ＴＶ
2018
森津太子教授、向田久美子准教授
臨床心理学
ＲＡ
1987 ～1990 村瀬孝雄客員教授
臨床心理学
ＲＡ
1991 ～1994 村瀬孝雄客員教授
臨床心理学
ＲＡ
1995 ～1998 田畑治客員教授
①～⑤の5科目のうち
臨床心理学概説（’９９）
ＲＡ
1999 ～2002 馬場禮子客員教授
Ⅰ
3科目以上
② 臨床心理学概論
臨床心理学概説（’０３）
ＲＡ
2003 ～2007 馬場禮子客員教授
心理臨床の世界（’０３）
ＴＶ
2003 ～2006 滝口俊子客員教授、桑原知子客員准教授
心理臨床の基礎（’０８）
ＲＡ
2008 ～2013 小野けい子教授
心理臨床の基礎（’１４）
ＲＡ
2014 ～2019 小野けい子教授
臨床心理学概論（’２０）
ＴＶ
2020
倉光修教授
心理・教育における測定法
ＴＶ
1989 ～1992 肥田野直客員教授
心理測定法
ＴＶ
1993 ～1997 池田央客員教授
心理測定法（’９８）
ＴＶ
1998 ～2002 繁桝算男客員教授
計量心理学（’０６）
ＴＶ
2006 ～2010 大澤光教授、西川泰夫客員教授、沼野元義客員教授
③ 心理学研究法
心理学研究法（’０３）
ＴＶ
2003 ～2007 市川伸一客員教授、南風原朝和客員教授、下山晴彦客員教授
心理学研究法（’０８）
ＲＡ
2008 ～2013 海保博之客員教授、大野木裕明客員教授、岡市広成客員教授
心理学研究法（’１４）
ＲＡ
2014 ～2019 大野木裕明客員教授、渡辺直登客員教授
心理学研究法（’２０）
ＴＶ
2020
三浦麻子客員教授
心理統計法（’１１）
ＴＶ
2011 ～2016 大澤光客員教授、神宮英夫客員教授
④ 心理学統計法
心理統計法（’１７）
ＴＶ
2017 ～2020 豊田秀樹客員教授
心理学統計法（’２１）
ＴＶ
2021
清水裕士客員教授
⑤「心理学実験」ページの面接授業の中で1単位の科目については2科目修得
⑤ 心理学実験
認知と思考
ＴＶ
1988 ～1991 中川大倫客員教授、星薫客員准教授
認知心理学
ＴＶ
1992 ～1995 小谷津孝明客員教授、星薫客員准教授
認知心理学
ＴＶ
1996 ～2000 小谷津孝明客員教授、星薫客員准教授
認知科学（’００）
ＴＶ
2000 ～2003 相場覚客員教授、西川泰夫客員教授
認知科学の展開（’０８）
ＴＶ
2008 ～2013 西川泰夫客員教授、阿部純一客員教授、仲真紀子客員教授
知覚心理学
ＴＶ
1997 ～2000 相場覚客員教授、鳥居修晃客員教授
⑥ 知覚・認知心理学
知覚心理学（’０１）
ＴＶ
2001 ～2004 相場覚客員教授、鳥居修晃客員教授
記憶の心理学（’０８）
ＴＶ
2008 ～2013 太田信夫客員教授
感情と認知（’０３） （※１）
ＲＡ
2003 ～2005 高橋惠子客員教授
認知心理学概論（’０６）
ＴＶ
2006 ～2010 高野陽太郎客員教授
認知心理学（’１３）
ＴＶ
2013 ～2018 高野陽太郎客員教授
2019
石口彰客員教授
知覚・認知心理学（’１９）
ＴＶ
学習心理学Ⅰ
ＴＶ
1985 ～1987 小口忠彦客員教授
学習心理学Ⅱ
ＴＶ
1985 ～1987 小口忠彦客員教授
学習心理学
ＴＶ
1988 ～1991 小口忠彦客員教授
学習心理学
ＴＶ
1992 ～1995 金城辰夫客員教授
学習心理学
ＴＶ
1996 ～1999 金城辰夫客員教授
学習心理学の応用
ＴＶ
1988 ～1991 小口忠彦客員教授
⑦ 学習・言語心理学
学習の心理学（’００）
ＴＶ
2000 ～2003 今田寛客員教授
学習科学とテクノロジ（’０３）
ＴＶ
2003 ～2006 三宅なほみ客員教授
学習科学（’０４）
ＴＶ
2004 ～2007 大浦容子客員教授、大島純客員准教授
読む書く話すの発達心理学 （※２）
ＲＡ
1994 ～1997 内田伸子客員教授
言語発達心理学（’９８） （※３）
ＲＡ
1998 ～2002 内田伸子客員教授
発達と学習（’００） （※４）
ＲＡ
2000 ～2003 永野重史客員教授
ＴＶ
2021
高橋秀明准教授
学習・言語心理学（’２１）
パーソナリティ論
ＴＶ
1987 ～1990 小口忠彦客員教授
パーソナリティ論
ＴＶ
1991 ～1995 佐治守夫客員教授、飯長喜一郎客員教授
感情と認知（’０３） （※１）
ＲＡ
2003 ～2005 高橋惠子客員教授
感情の心理学（’０７）
ＲＡ
2007 ～2010 高橋惠子客員教授、河合優年客員教授、仲真紀子客員教授
人格心理学
ＴＶ
1996 ～1999 鈴木乙史客員教授、佐々木正宏客員教授
⑧ 感情・人格心理学
人格心理学（’００）
ＴＶ
2000 ～2003 鈴木乙史客員教授、佐々木正宏客員教授
人格心理学（’０４）
ＴＶ
2004 ～2008 榎本博明客員教授、桑原知子客員准教授
人格心理学（’０９）
ＲＡ
2009 ～2014 大山泰宏教授
人格心理学（’１５）
ＴＶ
2015 ～2020 大山泰宏教授
感情・人格心理学（’２１）
ＲＡ
2021
佐々木玲仁准教授
神経心理学（’０６）
ＲＡ
2006 ～2009 八木文雄客員教授
⑨ 神経・生理心理学
認知神経科学（’１２）
ＴＶ
2012 ～2017 道又爾客員教授、岡田隆客員教授
生理心理学(’１８)
ＴＶ
2018 ～2021 岡田隆客員教授
神経・生理心理学(’２２)
ＴＶ
2022
髙瀨堅吉客員教授
乳幼児の人格形成と家族関係 （※５）
ＴＶ
1993 ～1996 三宅和夫客員教授
子どもの発達と社会・文化 （※６）
ＴＶ
1995 ～1999 三宅和夫客員教授
人間関係論
ＴＶ
1987 ～1990 三隅二不二客員教授
人間関係論
ＴＶ
1991 ～1994 三隅二不二客員教授
社会心理学
ＴＶ
1989 ～1992 中川大倫客員教授、山口勧客員教授
社会心理学
ＴＶ
1993 ～1997 山口勧客員教授
⑩ 社会・集団・家族心理学
社会心理学－アジア的視点から－
ＴＶ
1998 ～2002 山口勧客員教授
⑥～⑫の7科目のうち
Ⅱ
フィールド社会心理学（’０４）
ＲＡ
2004 ～2008 大橋英寿教授
4科目以上
現代の社会心理学（’０４）
ＲＡ
2004 ～2007 亀田達也客員教授、村田光二客員教授
社会心理学の基礎と応用（’０８）
ＲＡ
2008 ～2013 村田光二客員教授、坂元章客員教授、小口孝司客員准教授
社会心理学（’１４）
ＲＡ
2014 ～2019 森津太子教授
社会・集団・家族心理学（’２０）
ＴＶ
2020
森津太子教授
発達心理学Ⅰ
ＴＶ
1985 ～1988 宮川知彰客員教授
発達心理学Ⅱ
ＴＶ
1986 ～1989 宮川知彰客員教授
発達心理学
ＴＶ
1990 ～1993 宮川知彰客員教授、野呂正客員教授
発達心理学
ＴＶ
1994 ～1997 野呂正客員教授
発達心理学（’９８）
ＴＶ
1998 ～2001 小嶋秀夫客員教授、三宅和夫客員教授
発達段階の心理学
ＴＶ
1989 ～1992 宮川知彰客員教授、星薫客員准教授
老年心理学
ＲＡ
1994 ～1997 荒井保男客員教授、星薫准教授
青年心理学
ＲＡ
1996 ～1999 久世敏雄客員教授
児童心理学（’９８）
ＲＡ
1998 ～2002 無籐隆客員教授
読む書く話すの発達心理学 （※２）
ＲＡ
1994 ～1997 内田伸子客員教授
言語発達心理学（’９８） （※３）
1998 ～2002 内田伸子客員教授
ＲＡ
発達と学習（’００） （※４）
ＲＡ
2000 ～2003 永野重史客員教授
乳幼児の人格形成と家族関係 （※５）
ＴＶ
1993 ～1996 三宅和夫客員教授
子どもの発達と社会・文化 （※６）
ＴＶ
1995 ～1999 三宅和夫客員教授
児童の心理と教育 （※７）
ＲＡ
1986 ～1989 東洋客員教授
児童の心理と教育 （※８）
ＲＡ
1990 ～1993 三宅和夫客員教授
児童の心理と教育 （※９）
ＲＡ
1994 ～1997 三宅和夫客員教授
青年の心理と教育 （※１０）
ＲＡ
1988 ～1991 宮川知彰客員教授
⑪ 発達心理学
青年の心理と教育 （※１１）
ＲＡ
1992 ～1995 久世敏雄客員教授
老人の心理と教育 （※１２）
ＲＡ
1990 ～1993 荒井保男客員教授、宮川知彰客員教授
老年期の心理と病理（’９８） （※１３）
ＲＡ
1998 ～2001 竹中星郎客員教授
老年期の心理と病理（’０２） （※１４）
ＲＡ
2002 ～2005 星薫准教授、竹中星郎客員教授
高齢者の心と身体（’００） （※１５）
ＲＡ
2000 ～2003 折茂肇客員教授、近藤喜代太郎客員教授
乳幼児の健康と心理 （※１６）
ＴＶ
1986 ～1990 平井信義客員教授
発達と教育の心理学的基盤（’０５） （※１７）
ＲＡ
2005 ～2008 稲垣佳世子客員教授
子どもの心身機能の発達と障害 （※１８）
ＴＶ
1991 ～1994 帆足英一客員教授
ＴＶ
1995 ～1998 山崎晃資客員教授
子どもの発達とその障害 （※１９）
子ども・青年の生活と発達（’０６）
ＴＶ
2006 ～2009 藤崎春代客員教授、武内清客員教授
生涯発達心理学（’０２）
ＴＶ
2002 ～2005 小嶋秀夫客員教授、やまだようこ客員教授
基礎発達心理学（’０６）
ＲＡ
2006 ～2010 氏家達夫客員教授、陳省仁客員教授
発達心理学概論（’１１）
ＲＡ
2011 ～2016 氏家達夫客員教授、陳省仁客員教授
乳幼児心理学
ＴＶ
1997 ～2001 三宅和夫客員教授、内田伸子客員教授
乳幼児心理学（’０２）
ＴＶ
2002 ～2005 内田伸子客員教授
乳幼児心理学（’１２）
ＴＶ
2012 ～2015 山口真美客員教授、金沢創客員教授
乳幼児心理学（’１６）
ＴＶ
2016 ～2019 山口真美客員教授、金沢創客員教授
発達心理学概論（’１７）
ＲＡ
2017
向田久美子准教授

分類

⑫ 障害者・障害児心理学

⑬ 心理的アセスメント

⑬、⑭、㉒及び㉓の
⑭ 心理学的支援法
Ⅲ 4科目のうち2科目以上
（㉓の時間は問わない）

㉒ 心理演習
㉓ 心理実習

⑮ 健康・医療心理学

⑯ 福祉心理学

⑮～⑲の5科目のうち
2科目以上
Ⅳ （⑮はⅤでも利用可能。
その場合は、⑯～⑲の
4科目から2科目以上）

⑰ 教育・学校心理学

⑱ 司法・犯罪心理学
⑲ 産業・組織心理学

⑳ 人体の構造と機能及び疾病

⑳か㉑のどちらか
Ⅴ 1科目
（⑮でも代替可）

㉑ 精神疾患とその治療

障害児の心理と教育
ＲＡ
1985 ～1992 寺田晃客員教授
1991 ～1994 帆足英一客員教授
ＴＶ
子どもの心身機能の発達と障害 （※１８）
子どもの発達とその障害 （※１９）
ＴＶ
1995 ～1998 山崎晃資客員教授
発達障害児の心と行動（’０２）
ＴＶ
2002 ～2005 太田昌孝客員教授
発達障害児の心と行動（’０６）
ＴＶ
2006 ～2009 太田昌孝客員教授
ＲＡ
2021
古賀精治客員教授
障害者・障害児心理学（’２１）
ＲＡ
心理的アセスメント（’２０）
2020
森田美弥子客員教授、永田雅子客員教授
深層心理学
ＲＡ
1987 ～1990 織田尚生客員教授
深層心理学
ＲＡ
1991 ～1995 織田尚生客員教授
精神分析学
ＲＡ
1996 ～1999 牛島定信客員教授
カウンセリング
ＲＡ
1988 ～1991 佐治守夫客員教授
カウンセリング
ＲＡ
1992 ～1995 佐治守夫客員教授
カウンセリング
ＲＡ
1996 ～2000 水島恵一客員教授
カウンセリング概説（’０１）
ＲＡ
2001 ～2004 馬場謙一客員教授、橘玲子客員教授
カウンセリング概説（’０５）
ＲＡ
2005 ～2008 馬場謙一客員教授、橘玲子客員教授
スクールカウンセリング（’０５）
ＴＶ
2005 ～2009 滝口俊子客員教授、倉光修客員教授
スクールカウンセリング（’１０）
ＴＶ
2010 ～2015 滝口俊子客員教授
保育カウンセリング（’０８）
ＲＡ
2008 ～2013 滝口俊子客員教授、山口義枝客員准教授
心理カウンセリング序説（’０９）
ＲＡ
2009 ～2014 大場登教授
ユング心理学（’０３）
ＲＡ
2003 ～2007 大場登教授
現代精神分析学（’００）
ＲＡ
2000 ～2003 牛島定信客員教授
精神分析入門（’０７）
ＲＡ
2007 ～2010 牛島定信客員教授
精神分析とユング心理学（’１１）
ＲＡ
2011 ～2016 大場登教授、森さち子客員教授
心理臨床とイメージ（’１０）
ＴＶ
2010 ～2015 小野けい子教授、佐藤仁美准教授
児童の臨床心理（’９８）
ＲＡ
1998 ～2002 上野一彦客員教授
児童の臨床心理（’０３）
ＲＡ
2003 ～2006 松村茂治客員教授
乳幼児・児童の心理臨床（’０７）
ＴＶ
2007 ～2010 滝口俊子教授
乳幼児・児童の心理臨床（’１１）
ＴＶ
2011 ～2016 山口義枝客員准教授
思春期・青年期の心理臨床（’０９）
ＲＡ
2009 ～2012 佐藤仁美准教授、西村喜文客員教授
思春期・青年期の心理臨床（’１３）
ＲＡ
2013 ～2018 佐藤仁美准教授、西村喜文客員教授
中高年の心理臨床（’１４）
ＲＡ
2014 ～2019 齋藤高雅客員教授、髙橋正雄客員教授
認知行動療法（’１４）
ＴＶ
2014 ～2019 下山晴彦客員教授、神村栄一客員教授
心理カウンセリング序説（’１５）
ＲＡ
2015 ～2020 大場登教授
心理臨床とイメージ（’１６）
ＴＶ
2016 ～2021 小野けい子教授、佐藤仁美准教授
精神分析とユング心理学（’１７）
ＲＡ
2017
大場登教授、森さち子客員教授
乳幼児・児童の心理臨床（’１７）
ＴＶ
2017
小林真理子教授、塩﨑尚美客員教授
思春期・青年期の心理臨床（’１９）
ＲＡ
2019
大山泰宏教授
中高年の心理臨床（’２０）
ＲＡ
2020
宇都宮博客員教授、大川一郎客員教授
認知行動療法（’２０）
ＴＶ
2020
下山晴彦客員教授、神村栄一客員教授
心理カウンセリング序説（’２１）
ＴＶ
2021
大山泰宏教授
㉒「心理演習」ページの面接授業の中で1単位の科目については2科目修得
心理実習
2022
桑原知子教授、波多野茂幸准教授、北原知典准教授、伊藤匡准教授
ＲＡ
1998 ～2001 竹中星郎客員教授
老年期の心理と病理（’９８） （※１３）
老年期の心理と病理（’０２） （※１４）
ＲＡ
2002 ～2005 星薫准教授、竹中星郎客員教授
高齢者の心と身体（’００） （※１５）
ＲＡ
2000 ～2003 折茂肇客員教授、近藤喜代太郎客員教授
乳幼児の健康と心理 （※１６）
ＴＶ
1986 ～1990 平井信義客員教授
こころとからだ（’０７）
ＲＡ
2007 ～2011 滝口俊子客員教授、岩永雅也教授、佐藤禮子客員教授
ＲＡ
1987 ～1990 狭間秀文客員教授、織田尚生客員教授
精神衛生 （※２０）
現代の精神保健 （※２１）
ＲＡ
1995 ～1998 仙波純一客員教授、高橋祥友客員准教授
こころの健康科学（’９９） （※２２）
ＲＡ
1999 ～2002 仙波純一客員教授、高橋祥友客員准教授
ＲＡ
1991 ～1994 織田尚生客員教授
心の環境健康科学 （※２３）
心の生涯健康科学 （※２４）
ＲＡ
1991 ～1995 岡田康伸客員准教授
心の健康と病理（’０４） （※２５）
ＲＡ
2004 ～2007 馬場謙一客員教授
心の健康と病理（’０８） （※２６）
ＲＡ
2008 ～2013 齋藤高雅客員教授
ＲＡ
2011 ～2014 石丸昌彦教授
今日のメンタルヘルス（’１１） （※２７）
ＴＶ
2015 ～2018 石丸昌彦教授
今日のメンタルヘルス（’１５） （※２８）
心理臨床と身体の病(’１６)
ＴＶ
2016
小林真理子教授
今日のメンタルヘルス（’１９） （※２９）
ＴＶ
2019
石丸昌彦教授
福祉心理学（’２１）
ＲＡ
2021
村松健司客員教授、坪井裕子客員教授
児童の心理と教育 （※７）
ＲＡ
1986 ～1989 東洋客員教授
児童の心理と教育 （※８）
ＲＡ
1990 ～1993 三宅和夫客員教授
児童の心理と教育 （※９）
ＲＡ
1994 ～1997 三宅和夫客員教授
青年の心理と教育 （※１０）
ＲＡ
1988 ～1991 宮川知彰客員教授
青年の心理と教育 （※１１）
ＲＡ
1992 ～1995 久世敏雄客員教授
老人の心理と教育 （※１２）
ＲＡ
1990 ～1993 宮川知彰客員教授、荒井保男客員教授
発達と教育の心理学的基盤（’０５） （※１７）
ＲＡ
2005 ～2008 稲垣佳世子客員教授
授業研究と談話分析（’０６）
ＲＡ
2006 ～2009 秋田喜代美客員教授
授業研究と学習過程（’１０）
ＲＡ
2010 ～2015 秋田喜代美客員教授、藤江康彦客員准教授
教育の方法
ＴＶ
1987 ～1990 東洋客員教授
教育の心理
ＲＡ
1995 ～1998 吉田章宏客員教授
心理と教育
ＴＶ
1988 ～1991 中川大倫客員教授、深谷昌志客員教授
教育評価
ＲＡ
1987 ～1990 肥田野直客員教授
教育評価
ＲＡ
1991 ～1994 肥田野直客員教授
教育評価
ＲＡ
1995 ～1998 梶田叡一客員教授
教育評価（’９９）
ＲＡ
1999 ～2002 梶田叡一客員教授
教育評価（’０３）
ＲＡ
2003 ～2005 梶田叡一客員教授
教育心理学
ＲＡ
1993 ～1996 原岡一馬客員教授
教育心理学
ＲＡ
1997 ～2000 永野重史客員教授
教育心理学通論（’０１）
ＲＡ
2001 ～2004 永野重史客員教授
教育心理学概論（’０９）
ＲＡ
2009 ～2013 太田信夫客員教授
教育心理学概論（’１４）
ＲＡ
2014 ～2019 三宅芳雄客員教授、三宅なほみ客員教授
学力と学習支援の心理学（’１４）
ＴＶ
2014 ～2019 市川伸一客員教授
教育・学校心理学（’２０）
ＴＶ
2020
進藤聡彦教授、谷口明子客員教授
司法・犯罪心理学（’２０）
ＲＡ
2020
廣井亮一客員教授
労働と生活の心理学（’０１）
ＴＶ
2001 ～2004 越河六郎客員教授、星薫客員准教授
応用心理学（’０５）
ＴＶ
2005 ～2008 神作博客員教授
交通心理学（’１２）
ＴＶ
2012 ～2016 蓮花一己客員教授、向井希宏客員教授
交通心理学（’１７）
ＴＶ
2017
蓮花一己客員教授、向井希宏客員教授
産業・組織心理学（’２０）
ＲＡ
2020
山口裕幸客員教授
人体の構造と機能（’０１）
ＴＶ
2001 ～2004 黒川清客員教授、菱沼典子客員教授、北村聖客員教授
人体の構造と機能（’０５）
ＴＶ
2005 ～2011 菱沼典子客員教授、北村聖客員教授
人体の構造と機能（’１２）
ＴＶ
2012 ～2017 大和谷厚客員教授、佐伯由香客員教授
疾病の成立と回復促進（’０１）
ＴＶ
2001 ～2004 薄井坦子客員教授、竹中文良客員教授、川島みどり客員教授
疾病の成立と回復促進（’０５）
ＴＶ
2005 ～2010 北村聖客員教授、仙波純一客員教授、松尾ミヨ子客員教授
疾病の成立と回復促進（’１１）
ＴＶ
2011 ～2016 松尾ミヨ子客員教授、大和谷厚客員教授
疾病の成立と回復促進（’１７）
ＴＶ
2017 ～2020 岡田忍客員教授、佐伯由香客員教授
人体の構造と機能（’１８）
ＴＶ
2018 ～2021 坂井建雄客員教授、岡田隆夫客員教授
人体の構造と機能（’２２）
ＴＶ
2022
坂井建雄客員教授、岡田隆夫客員教授
疾病の成立と回復促進（’２１）
ＴＶ
2021
岡田忍客員教授、佐伯由香客員教授
精神衛生 （※２０）
ＲＡ
1987 ～1990 狭間秀文客員教授、織田尚生客員教授
現代の精神保健 （※２１）
ＲＡ
1995 ～1998 仙波純一客員教授、高橋祥友客員准教授
こころの健康科学（’９９） （※２２）
ＲＡ
1999 ～2002 仙波純一客員教授、高橋祥友客員准教授
心の環境健康科学 （※２３）
ＲＡ
1991 ～1994 織田尚生客員教授
心の生涯健康科学 （※２４）
ＲＡ
1991 ～1995 岡田康伸客員准教授
2004 ～2007 馬場謙一客員教授
心の健康と病理（’０４） （※２５）
ＲＡ
心の健康と病理（’０８） （※２６）
ＲＡ
2008 ～2013 齋藤高雅客員教授
今日のメンタルヘルス（’１１） （※２７）
ＲＡ
2011 ～2014 石丸昌彦教授
今日のメンタルヘルス（’１５） （※２８）
ＴＶ
2015 ～2018 石丸昌彦教授
石丸昌彦教授
今日のメンタルヘルス（’１９） （※２９）
ＴＶ
2019
精神疾患とその治療（’２０）
ＲＡ
2020
石丸昌彦教授

注意
・ 取得条件を満たし、合計12科目以上の修得が必要です。
・ 黄色マーカーは、2021年度開講科目です。
・ 放送大学の科目は、修得単位2単位分で経過措置科目1科目分に相当します。⑤「心理学実験」及び㉒「心理演習」の面接授業の中で1単位の科目については2科目修得が必要です。
・ （※１）～（※２９）は①～㉑の２つの科目名に対応していますが、どちらか一方の科目名でしか申請に利用できません。
・ 2019年度以降開講科目は、全て副題を除いた科目名を掲載しています。

