
所在地 種別 大学院名 URL

北海道 国立 北海道大学大学院 https://www.edu.hokudai.ac.jp/job/license/
北海道 私立 札幌学院大学大学院 https://www.sgu.ac.jp/graduate/psy/
北海道 私立 札幌国際大学大学院 https://www.siu.ac.jp/academics/daigakuin-shinri/
北海道 私立 北翔大学大学院 https://www.hokusho-u.ac.jp/school/graduateschool/human/
北海道 私立 北星学園大学大学院 https://www.hokusei.ac.jp/social_welfare/psychology_wellbeing/licensed_psychologists/
岩手 公立 岩手県立大学大学院 https://www-welf.iwate-pu.ac.jp/pg-content/first-half
宮城 国立 東北大学大学院 https://www.sed.tohoku.ac.jp/
宮城 私立 尚絅学院大学大学院 http://www.shokei.jp/faculty/graduate/psychology/clinical.html
宮城 私立 東北福祉大学大学院 https://www.tfu.ac.jp/aboutus/policy/swp.html
秋田 国立 秋田大学大学院 https://www.akita-u.ac.jp/eduhuman/graduate/index_list.html
山形 国立 山形大学大学院 https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/faculty/graduate-school/culture-creation/
福島 国立 福島大学大学院 http://hdc.educ.fukushima-u.ac.jp/graduate-school/
福島 私立 医療創生大学大学院 https://www.isu.ac.jp/department/psychology/
福島 私立 福島学院大学大学院 http://www.fukushima-college.ac.jp/fee_gs_psy_clinical/
茨城 国立 茨城大学大学院 http://www.edu.ibaraki.ac.jp/master/index.php?id=18
茨城 国立 筑波大学大学院 http://www.human.tsukuba.ac.jp/psychology/program/
茨城 私立 常磐大学大学院 https://navi.tokiwa.ac.jp/academics/graduate/human-m/
栃木 私立 作新学院大学大学院 https://www.sakushin-u.ac.jp/psychology/
群馬 私立 東京福祉大学大学院 https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/graduateschool/psychology_m.html
埼玉 私立 跡見学園女子大学大学院 http://www.atomi.ac.jp/univ/faculty/graduate_school/psychology.html
埼玉 私立 埼玉学園大学大学院 https://www.mi-gaku.to/s/saitamagakuen1/sinrigaku.html
埼玉 私立 埼玉工業大学大学院 https://www.sit.ac.jp/gakubu_in/ningenshakai/rinshou/
埼玉 私立 駿河台大学大学院 https://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/in_shinri/
埼玉 私立 東京国際大学大学院 https://www.tiu.ac.jp/department/psychology_g/
埼玉 私立 人間総合科学大学大学院 https://www.human.ac.jp/cp/admission-youkou.html
埼玉 私立 文教大学大学院 http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/human-in/rinshoushinrigaku01/
埼玉 私立 文京学院大学大学院 https://www.u-bunkyo.ac.jp/faculty/graduate-college/human-major-clinical.html
埼玉 私立 立教大学大学院 https://www.rikkyo.ac.jp/graduate/cp/major_2.html
埼玉 私立 早稲田大学大学院 https://www.waseda.jp/fhum/ghum/
千葉 私立 川村学園女子大学大学院 https://www.kgwu.ac.jp/faculty/master/
千葉 私立 淑徳大学大学院 https://www.shukutoku.ac.jp/academics/din-sougou/shinri.html
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千葉 私立 聖徳大学大学院 https://graduate.seitoku.ac.jp/clinical-psychology/
東京 国立 お茶の水女子大学大学院 http://www.dc.ocha.ac.jp/m/human/d-psy/index.html
東京 国立 東京大学大学院 http://www.p.u-tokyo.ac.jp/gs/c6
東京 私立 青山学院大学大学院 https://www.aoyama.ac.jp/faculty/graduate_ephs/psychology/
東京 私立 桜美林大学大学院 https://postgraduate.obirin.ac.jp/psychology/
東京 私立 大妻女子大学大学院 https://www.otsuma.ac.jp/academic/graduate/psychology/
東京 私立 学習院大学大学院 https://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-hum/psy/clinical-psychology.html
東京 私立 国際医療福祉大学大学院 https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/faculty/health_welfare/clinical/index.html
東京 私立 駒澤大学大学院 https://www.komazawa-u.ac.jp/academics/graduate/humanities/psychology.html
東京 私立 駒沢女子大学大学院 https://www.komajo.ac.jp/uni/faculty/c_psychology/index.html
東京 私立 上智大学大学院 https://www.sophia.ac.jp/jpn/program/G/G_HS/G_HS_psychology.html
東京 私立 昭和女子大学大学院 https://univ.swu.ac.jp/faculty/graduate/humanlife/g_shinri/
東京 私立 白百合女子大学大学院 https://www.shirayuri.ac.jp/course/graduate/psychology/
東京 私立 聖心女子大学大学院 https://www.u-sacred-heart.ac.jp/academics/graduate/
東京 私立 創価大学大学院 https://www.soka.ac.jp/grad-let/major/letters/education/curriculum/feature/
東京 私立 大正大学大学院 https://www.tais.ac.jp/graduate_school/course/major_in_clinical_psychology/
東京 私立 帝京大学大学院 https://www.teikyo-u.ac.jp/faculties/literature_m/psychology
東京 私立 東京家政大学大学院 https://www.tokyo-kasei.ac.jp/academics/graduate/clinical_psychology/index.html
東京 私立 東京女子大学大学院 https://www.twcu.ac.jp/main/academics/grad/hs/master/humanities-science/clinical-phy.html
東京 私立 東京成徳大学大学院 https://tsu.ac.jp/gra/tabid/372/Default.aspx
東京 私立 東洋英和女学院大学大学院 https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/kenkyuuka/rinshou.html
東京 私立 日本大学大学院 http://dep.chs.nihon-u.ac.jp/psychology/graduate/index.html
東京 私立 法政大学大学院 https://www.hosei.ac.jp/gs/ningenshakai/rinsho_senko/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
東京 私立 武蔵野大学大学院 https://www.musashino-u.ac.jp/academics/graduate_school/course/human_and_social_sciences/major/
東京 私立 明治大学大学院 https://www.meiji.ac.jp/dai_in/arts-letters/index.html
東京 私立 明治学院大学大学院 https://www.meijigakuin.ac.jp/academics/graduate/psychology/
東京 私立 明星大学大学院 https://www.meisei-u.ac.jp/academics/gs/psy/psychology/index.html
東京 私立 目白大学大学院 https://www.mejiro.ac.jp/graduate/course/psy/c_psy/
東京 私立 立正大学大学院 https://ris-shinri.jp/graduate/major/clinical.html
東京 私立 ルーテル学院大学大学院 http://www.luther.ac.jp/education/graduate/rinsyo/
東京 国立 東京学芸大学大学院 http://www.u-gakugei.ac.jp/~psycho/graduate/index.html
東京 公立 東京都立大学大学院 http://www.jinsha.tmu.ac.jp/daigakuin/index.html
東京 私立 中央大学大学院 https://www.chuo-u.ac.jp/academics/faculties/letters/major/psychology/grad_school/
東京 私立 帝京平成大学大学院 https://www.thu.ac.jp/univ/grads/re



神奈川 国立 横浜国立大学大学院 https://www.gsedu.ynu.ac.jp/
神奈川 私立 神奈川大学大学院 http://www.hs.kanagawa-u.ac.jp/graduate_school/clinical_psycho/index.html
神奈川 私立 北里大学大学院 https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/kugsms/education/master/clinical_psychology_course.html
神奈川 私立 専修大学大学院 https://www.senshu-u.ac.jp/education/graduate/gs_letters/major07.html
神奈川 私立 東海大学大学院 http://www.hum.u-tokai.ac.jp/bp/rs/index.html
神奈川 私立 日本女子大学大学院 https://unv.jwu.ac.jp/unv/academics/grd_integrated_arts_and_social_sciences/psychology/index.html
新潟 国立 上越教育大学大学院 https://www.juen.ac.jp/cp/
新潟 私立 新潟青陵大学大学院 http://www.n-seiryo.ac.jp/faculty/nsugs/psychology/
石川 私立 金沢工業大学大学院 https://www.kanazawa-it.ac.jp/in_shinri/index.html
福井 私立 仁愛大学大学院 https://www.jindai.ac.jp/graduateschool/clinical-psychology/
山梨 私立 山梨英和大学大学院 https://up-j.shigaku.go.jp/department/category01/00000000399101002.html
長野 国立 信州大学大学院 https://www.shinshu-u.ac.jp/graduate/humanitiesandsocialsciences/psychology/
岐阜 国立 岐阜大学大学院 http://www.ed.gifu-u.ac.jp/~kyoiku/gifuuedu-cont/about/g-psychology.html
岐阜 私立 東海学院大学大学院 http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/faculties/graduate/features/
静岡 国立 静岡大学大学院 http://www.hss.shizuoka.ac.jp/rinsho/intro.html
静岡 私立 常葉大学大学院 https://www.tokoha-u.ac.jp/graduate/health/psychology/
愛知 国立 愛知教育大学大学院 https://www.aichi-edu.ac.jp/graduate/master/
愛知 国立 名古屋大学大学院 https://psych.educa.nagoya-u.ac.jp/introduction.html#anchor1
愛知 公立 名古屋市立大学大学院 https://www.nagoya-cu.ac.jp/human/grad/course/clinical/
愛知 私立 愛知学院大学大学院 https://www.agu.ac.jp/graduate/psychology/
愛知 私立 愛知淑徳大学大学院 http://www.aasa.ac.jp/faculty/graduate/medical_psychology/clinical_psychology.html
愛知 私立 金城学院大学大学院 http://www.kinjo-gakuin.net/depart/grad_human/
愛知 私立 椙山女学園大学大学院 http://www.sugiyama-u.ac.jp/univ/academics/g-hs/psych/
愛知 私立 中京大学大学院 https://www.chukyo-u.ac.jp/educate/psychol/pg/
愛知 私立 同朋大学大学院 https://www.doho.ac.jp/departmental/grad/anthropology-labo
愛知 私立 日本福祉大学大学院 https://www.n-fukushi.ac.jp/gs/divisions/clps/about/index.html
愛知 私立 人間環境大学大学院 https://www.uhe.ac.jp/dept/grad-he.html
三重 私立 鈴鹿医療科学大学大学院 https://www.suzuka-u.ac.jp/academics/graduate/hs
京都 国立 京都大学大学院 https://www.educ.kyoto-u.ac.jp/graduate/research_content/education_science/clinical_psychology_course
京都 私立 京都光華女子大学大学院 https://www.koka.ac.jp/faculty/graduate/gs_psychology/course_psychology.html
京都 私立 京都女子大学大学院 https://www.kyoto-wu.ac.jp/gakubu/graduateschool/kyoiku/shinri.html
京都 私立 京都先端科学大学大学院 https://www.kuas.ac.jp/academics/graduate/humanities-and-social-sciences
京都 私立 京都橘大学大学院 https://www.tachibana-u.ac.jp/faculty/graduate_school/health_science/health_science_m.html
京都 私立 京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大学大学院 http://www.notredame.ac.jp/faculty/graduate/clinical.html



京都 私立 京都文教大学大学院 https://www.kbu.ac.jp/kbu/faculty/psychology_g/outline.html
京都 私立 同志社大学大学院 https://psych.doshisha.ac.jp/graduate/
京都 私立 花園大学大学院 https://www.hanazono.ac.jp/education/graduate/clinical_psychology.html
京都 私立 佛教大学大学院 https://www.bukkyo-u.ac.jp/faculty/graduate/g-pedagogy/psychology/
京都 私立 龍谷大学大学院 https://www.let.ryukoku.ac.jp/graduate/curriculum/
大阪 国立 大阪大学大学院 https://www.hus.osaka-u.ac.jp/ja/content/kouninshinrishi.html
大阪 公立 大阪市立大学大学院 https://www.life.osaka-cu.ac.jp/g_school/welf/
大阪 公立 大阪府立大学大学院 http://www.human.osakafu-u.ac.jp/sys/clinical/
大阪 私立 追手門学院大学大学院 https://www.otemon.ac.jp/education/graduate/psychology.html
大阪 私立 大阪経済大学大学院 https://www.osaka-ue.ac.jp/education/graduate/human/
大阪 私立 大阪樟蔭女子大学大学院 http://www.osaka-shoin.ac.jp/gs/course/cp/
大阪 私立 関西福祉科学大学大学院 https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/faculty/g-psychology/
大阪 私立 梅花女子大学大学院 https://www.baika.ac.jp/education/graduate_school/
大阪 私立 立命館大学大学院 http://www.ritsumei.ac.jp/gshs/message/
大阪 私立 帝塚山学院大学大学院 https://www.tezuka-gu.ac.jp/nyushi/admission/clinical_psychology/
兵庫 国立 神戸大学大学院 http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/department2013/g-hde
兵庫 国立 兵庫教育大学大学院 https://www.hyogo-u.ac.jp/course/cli_psy/
兵庫 私立 関西国際大学大学院 https://www.kuins.ac.jp/graduate/humans/psychology.html
兵庫 私立 甲子園大学大学院 https://www.koshien.ac.jp/graduate-sch/
兵庫 私立 甲南女子大学大学院 http://www.konan-wu.ac.jp/dept_grad/grad_human/psychology.php
兵庫 私立 神戸学院大学大学院 https://kobegakuin-psy.jp/graduate/
兵庫 私立 神戸松蔭女子学院大学大学院 https://www.shoin.ac.jp/academics/grad/major_psychology.html
兵庫 私立 神戸女学院大学大学院 https://h.kobe-c.ac.jp/g/
兵庫 私立 神戸親和女子大学大学院 https://www.kobe-shinwa.ac.jp/faculty/graduate/psychological/
兵庫 私立 武庫川女子大学大学院 https://www.mukogawa-u.ac.jp/in/psychology/index.html
奈良 国立 奈良女子大学大学院 http://http://www.nara-wu.ac.jp/daigakuin/sikaku.html
奈良 私立 帝塚山大学大学院 http://www.tezukayama-u.ac.jp/faculty/graduate/psychology/
奈良 私立 天理大学大学院 https://www.tenri-u.ac.jp/gr/chs/index.html
奈良 私立 奈良大学大学院 http://www.nara-u.ac.jp/faculty/other/psychologist/
鳥取 国立 鳥取大学大学院 https://www.med.tottori-u.ac.jp/clinical-psychology/3847/28228.html
島根 国立 島根大学大学院 https://www.hmnsoc.shimane-u.ac.jp/
岡山 国立 岡山大学大学院 http://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/education/
岡山 私立 川崎医療福祉大学大学院 https://w.kawasaki-m.ac.jp/dept/graduate_welfare_cp/
岡山 私立 吉備国際大学大学院 https://kiui.jp/pc/shinrishi/index.html



岡山 私立 就実大学大学院 https://archive.shujitsu.ac.jp/department/kyouiku/kyouikushinri/kyouikushinri_info/33305.html
岡山 私立 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学大学院 https://www.ndsu.ac.jp/department/grad_human/development.html
広島 国立 広島大学大学院 https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/senkougakui/jinbunshakai/sinrigakup
広島 私立 比治山大学大学院 https://www.hijiyama-u.ac.jp/department/daigakuin/
広島 私立 広島修道大学大学院 https://www.shudo-u.ac.jp/graduate/psychology.html
広島 私立 広島文教大学大学院 https://www.h-bunkyo.ac.jp/university/academic/graduate/
広島 私立 安田女子大学大学院 https://www.yasuda-u.ac.jp/course/graduateschool/gakuken_shinri/
広島 私立 広島国際大学大学院 https://www.hirokoku-u.ac.jp/graduate_school/psychology/clinical/index.html
広島 私立 関西大学大学院 http://www.kansai-u.ac.jp/psy/about_us/
山口 私立 宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学大学院 http://www.frontier-u.jp/faculty/psychology/%e5%85%ac%e8%aa%8d%e5%bf%83%e7%90%86%e5%b8%ab%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9/
山口 私立 東亜大学大学院 https://www.toua-u.ac.jp/%e8%87%a8%e5%ba%8a%e5%bf%83%e7%90%86%e5%ad%a6%e5%b0%82%e6%94%bb
徳島 国立 徳島大学大学院 https://www.tokushima-u.ac.jp/ias/graduate_school/rinshoushinrigaku/kouninnshinnrishi.html
徳島 国立 鳴門教育大学大学院 https://www.naruto-u.ac.jp/master/
徳島 私立 徳島文理大学大学院 https://www.bunri-u.ac.jp/faculty/graduate/human-life/#a6
香川 国立 香川大学大学院 http://www.med.kagawa-u.ac.jp/faculty/about/facultyaboutclinical-department-of-psychology/
愛媛 国立 愛媛大学大学院 http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~edhp/main/daigakuin/senkou/
福岡 国立 九州大学大学院 http://www.hes.kyushu-u.ac.jp/~ccphd/graduate/index.php/strc/
福岡 公立 福岡県立大学大学院 http://www.fukuoka-pu.ac.jp/graduateSchool/human/post_1.html
福岡 私立 九州産業大学大学院 http://www.kyusan-u.ac.jp/daigakuin/rinsyo/index.html
福岡 私立 久留米大学大学院 https://www.kurume-u.ac.jp/site/shinri/shinri-mst-index.html
福岡 私立 西南学院大学大学院 http://www.seinan-gu.ac.jp/gra/log/subject/09/
福岡 私立 福岡大学大学院 https://www.hum.grad.fukuoka-u.ac.jp/major/ecp/introduction/
福岡 私立 福岡女学院大学大学院 https://www.fukujo.ac.jp/university/faculty/graduate/clinical/
福岡 国立 九州大学大学院 http://www.hes.kyushu-u.ac.jp/~ccphd/graduate/index.php/practice-2/
佐賀 私立 西九州大学大学院 https://www.nisikyu-u.ac.jp/faculty/graduate/clinical.html
長崎 私立 長崎純心大学大学院 https://www.n-junshin.ac.jp/univ/guide/postgraduate/area_shinri/
大分 国立 大分大学大学院 http://www.fwhs.oita-u.ac.jp/daigakuin/course/
大分 私立 別府大学大学院 https://www.beppu-u.ac.jp/course/graduate/letters/psychology.php

鹿児島 私立 鹿児島純心女子大学大学院 https://www.k-junshin.ac.jp/jundai/graduate/
鹿児島 私立 志學館大学大学院 http://www.shigakukan.ac.jp/faculty/gs/
鹿児島 国立 鹿児島大学大学院 https://cp.leh.kagoshima-u.ac.jp/
沖縄 私立 沖縄国際大学大学院 https://www.okiu.ac.jp/graduate/regional_culture/human_welfare
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