
※下記の対応科目一覧は､履修の目安として作成しているものです｡
　 科目の適否の最終判定は､日本心理学会認定委員会の権限で行われることから､本対応科目一覧は予告なく変更する場合があります｡

　 日本心理学会認定心理士 資格取得対応科目一覧 【放送授業・閉講科目】 2021.11.26

№ 科目コード 50音 科目名 領域 授業形
態

開講期間 主任講師 備考

1 1847430 い 色を探究する（’１３） 　i ＴＶ 2013 ～2016 (H25～H28) 佐藤仁美准教授

2 1529315 お 応用心理学（’０５） 　i ＴＶ 2005 ～2008 (H17～H20) 神作　博客員教授　　　

3 1522442 か カウンセリング g基 ＲＡ 1988 ～1991 (S63～H03） 佐治守夫客員教授

4 1522442 か カウンセリング g基 ＲＡ 1992 ～1995 (H04～H07) 佐治守夫客員教授 ※改訂

5 1522442 か カウンセリング g基 ＲＡ 1996 ～2000 (H08～H12) 水島恵一客員教授

6 1823817 か カウンセリング概説（’０１） g基 ＲＡ 2001 ～2004 (H13～H16) 馬場謙一客員教授、橘　玲子客員教授

7 1529366 か カウンセリング概説（’０５） g基 ＲＡ 2005 ～2008 (H17～H20) 馬場謙一客員教授、橘　玲子客員教授

8 1233319 か 確率・統計の基礎（’０５） b副 ＲＡ 2005 ～2008 (H17～H20) 釜江哲朗客員教授 統計学に関する科
目

9 1131613 か 確率と統計（’０１） b副 ＲＡ 2001 ～2004 (H13～H16) 釜江哲朗客員教授 統計学に関する科
目

10 1820966 か 学習の心理学（’００） d基 ＴＶ 2000 ～2003 (H12～H15) 今田　寛客員教授

11 1622110 か 学習科学（’０４） d基 ＴＶ 2004 ～2007 (H16～H19) 大浦容子客員教授、大島　純客員准教授

12 1827014 か 学習科学とテクノロジ（’０３） d基 ＴＶ 2003 ～2006 (H15～H18) 三宅なほみ客員教授

13 1523627 か 学習心理学 d基 ＴＶ 1988 ～1991 (S63～H03) 小口忠彦客員教授

14 1523627 か 学習心理学 d基 ＴＶ 1992 ～1995 (H04～H07) 金城辰夫客員教授

15 1523627 か 学習心理学 d基 ＴＶ 1996 ～1999 (H08～H11) 金城辰夫客員教授 ※改訂

16 1520660 か 学習心理学Ⅰ d基 ＴＶ 1985 ～1987 (S60～S62) 小口忠彦客員教授

17 1520725 か 学習心理学Ⅱ d基 ＴＶ 1985 ～1987 (S60～S62) 小口忠彦客員教授

18 1523791 か 学習心理学の応用 d基 ＴＶ 1988 ～1991 (S63～H03) 小口忠彦客員教授

19 1528890 か 学力と学習支援の心理学（’１４） f基 ＴＶ 2014 ～2019 (H26～R01) 市川伸一客員教授

20 1826611 か 感情と認知（’０３） d基 ＲＡ 2003 ～2005 (H15～H17) 高橋惠子客員教授

21 1628615 か 感情の心理学（’０７） d基 ＲＡ 2007 ～2010 (H19～H22) 高橋惠子客員教授、河合優年客員教授、仲真紀子客員教授

22 1510401 き 基礎発達心理学（’０６） a副 ／f基 ＲＡ 2006 ～2010 (H18～H22) 氏家達夫客員教授、陳　省仁客員教授

23 1520709 き 記憶の心理学（’０８） d基 ＴＶ 2008 ～2013 (H20～H25) 太田信夫客員教授

24 1110306 き 教育と心理の巨人たち（’１０） a副 ＲＡ 2010 ～2015 (H22～H27) 星　薫客員准教授、岩永雅也教授

25 1113119 き 教育の心理 f副 ＲＡ 1995 ～1998 (H07～H10) 吉田章宏客員教授

26 1525638 き 教育の中の言葉（’９９） f基 ＲＡ 1999 ～2003 (H11～H15) 永野重史客員教授

27 1521268 き 教育の方法 d基 ／f基 ＴＶ 1987 ～1990 (S62～H02) 東　洋客員教授

28 1525115 き 教育工学 d副 ＴＶ 1991 ～1994 (H03～H06) 坂元　昂客員教授

29 1213091 き 教育心理学 a基 ／f基 ＲＡ 1993 ～1996 (H05～H08) 原岡一馬客員教授

30 1213091 き 教育心理学 a基 ／f基 ＲＡ 1997 ～2000 (H09～H12) 永野重史客員教授

31 1111906 き 教育心理学概論（’０９） a基 ／f基 ＲＡ 2009 ～2013 (H21～H25) 太田信夫客員教授

32 1118129 き 教育心理学概論（’１４） a基 ／f基 ＲＡ 2014 ～2019 (H26～R01) 三宅芳雄客員教授、三宅なほみ客員教授

33 1111043 き 教育心理学通論（’０１） a基 ／f基 ＲＡ 2001 ～2004 (H13～H16) 永野重史客員教授

34 1522965 き 教育評価 b副 ／f基 ＲＡ 1987 ～1990 (S62～H02) 肥田野直客員教授

35 1522965 き 教育評価 b副 ／f基 ＲＡ 1991 ～1994 (H03～H06) 肥田野直客員教授 ※改訂

36 1522965 き 教育評価 b副 ／f基 ＲＡ 1995 ～1998 (H07～H10) 梶田叡一客員教授

37 1827413 き 教育評価（’０３） b副 ／f基 ＲＡ 2003 ～2005 (H15～H17) 梶田叡一客員教授

38 1525921 き 教育評価（’９９） b副 ／f基 ＲＡ 1999 ～2002 (H11～H14) 梶田叡一客員教授

39 1510304 け 計量心理学（’０６） b基 ＴＶ 2006 ～2010 (H18～H22) 西川泰夫客員教授、大澤　光客員教授、沼野元義客員教授

40 1622510 け 現代の社会心理学（’０４） h基 ＲＡ 2004 ～2007 (H16～H19) 亀田達也客員教授、村田光二客員教授

41 1814931 け 現代の精神保健 g副 ＲＡ 1995 ～1998 (H07～H10) 仙波純一客員教授、高橋祥友客員准教授

42 1825933 け 現代精神分析学（’００） g副 ＲＡ 2000 ～2003 (H12～H15) 牛島定信客員教授

43 1523562 け 言語障害 g基 ＲＡ 1986 ～1989 (S61～H01) 内須川洸客員教授

44 1523562 け 言語障害 g基 ＲＡ 1990 ～1993 (H02～H05) 内須川洸客員教授 ※改訂

45 1587617 け 言語発達心理学（’９８） f基 ＲＡ 1998 ～2002 (H10～H14) 内田伸子客員教授

46 1113313 こ こころとからだ（’０７） 　i ＲＡ 2007 ～2011 (H19～H23) 滝口俊子客員教授、岩永雅也教授、佐藤禮子客員教授

47 1515179 こ こころの健康科学（’９９） g副 ＲＡ 1999 ～2002 (H11～H14) 仙波純一客員教授、高橋祥友客員准教授

48 1526235 こ 言葉と教育 f基 ／ i ＲＡ 1991 ～1998 (H03～H10) 福沢周亮客員教授

49 1528211 こ 交通心理学（’１２） h基 ＴＶ 2012 ～2016 (H24～H28) 蓮花一己客員教授、向井希宏客員教授

50 1211080 こ 行動科学 a基 ＴＶ 1986 ～1989 (S61～H01) 小川　隆客員教授、末永俊郎客員教授

51 1212494 こ 行動科学Ⅰ a基 ＴＶ 1990 ～1993 (H02～H05) 鹿取広人客員教授

52 1212559 こ 行動科学Ⅱ a副 ／h基 ＴＶ 1990 ～1993 (H02～H05) 末永俊郎客員教授

53 1518313 こ 今日のメンタルヘルス（’１１） g副 ＲＡ 2011 ～2014 (H23～H26) 石丸昌彦教授

54 1518950 こ 今日のメンタルヘルス（’１５） g副 TV 2015 ～2018 (H27～H30) 石丸昌彦教授

55 1510606 こ 子ども・青年の生活と発達（’０６） f基 ＴＶ 2006 ～2009 (H18～H21) 藤崎春代客員教授、武内　清客員教授

56 1526170 こ 子どもの心身機能の発達と障害 g副 ＴＶ 1991 ～1994 (H03～H06) 帆足英一客員教授

57 1824813 こ 子どもの発達とその障害 g副 ＴＶ 1995 ～1998 (H07～H10) 山崎晃資客員教授

58 1113283 こ 子どもの発達と社会・文化 f基 ／h基 ＴＶ 1995 ～1999 (H07～H11) 三宅和夫客員教授

59 1625616 こ 心の科学（’０４） d基 ＴＶ 2004 ～2007 (H16～H19) 西川泰夫客員教授

60 1515756 こ 心の環境健康科学 g副 ＲＡ 1991 ～1994 (H03～H06) 織田尚生客員教授

61 1622811 こ 心の健康と病理（’０４） g基 ＲＡ 2004 ～2007 (H16～H19) 馬場謙一客員教授

62 1521209 こ 心の健康と病理（’０８） g基 ＲＡ 2008 ～2013 (H20～H25) 齋藤高雅客員教授

63 1512331 こ 心の生涯健康科学 g基 ＲＡ 1991 ～1995 (H03～H07) 岡田康伸客員准教授

64 1528939 さ 錯覚の科学（’１４） d基 ＴＶ 2014 ～2019 (H26～R01) 菊池　聡客員教授

65 1521403 し 思春期・青年期の心理臨床（’０９） g基 ＲＡ 2009 ～2012 (H21～H24) 佐藤仁美准教授、西村喜文客員教授

66 1528912 し 思春期・青年期の心理臨床（’１３） g基 ＲＡ 2013 ～2018 (H25～H30) 佐藤仁美准教授、西村喜文客員教授

67 1528823 し 視覚障害と認知 d副 ＲＡ 1993 ～1996 (H05～H08) 鳥居修晃客員教授

68 1523104 し 児童の心理と教育 f基 ＲＡ 1986 ～1989 (S61～H01) 東　洋客員教授

69 1523104 し 児童の心理と教育 f基 ＲＡ 1990 ～1993 (H02～H05) 三宅和夫客員教授

70 1523104 し 児童の心理と教育 f基 ＲＡ 1994 ～1997 (H06～H09) 三宅和夫客員教授 ※改訂

71 1827219 し 児童の臨床心理（’０３） g基 ＲＡ 2003 ～2006 (H15～H18) 松村茂治客員教授



72 1583760 し 児童の臨床心理（’９８） g基 ＲＡ 1998 ～2002 (H10～H14) 上野一彦客員教授

73 1583476 し 児童心理学（’９８） f基 ＲＡ 1998 ～2002 (H10～H14) 無藤　隆客員教授

74 1521101 し 社会心理学 h基 ＴＶ 1989 ～1992 (H01～H04) 中川大倫客員教授、山口　勧客員教授

75 1521101 し 社会心理学 h基 ＴＶ 1993 ～1997 (H05～H09) 山口　勧客員教授

76 1528955 し 社会心理学（’１４） h基 ＲＡ 2014 ～2019 (H26～R01) 森　津太子教授

77 1586726 し 社会心理学－アジア的視点から－h基 ＴＶ 1998 ～2002 (H10～H14) 山口　勧客員教授

78 1110705 し 社会心理学の基礎と応用（’０８） h基 ＲＡ 2008 ～2013 (H20～H25) 村田光二客員教授、坂元　章客員教授、小口孝司客員准教授

79 1124102 し 社会統計学（’０７） b副 ＲＡ 2007 ～2011 (H19～H23) 片瀬一男客員教授 統計学に関する科
目

80 1128256 し 社会統計学入門（’１２） b副 ＲＡ 2012 ～2017 (H24～H29) 林　拓也客員准教授 統計学に関する科
目

81 1520202 し 授業研究と学習過程（’１０） f基 ＲＡ 2010 ～2015 (H22～H27) 秋田喜代美客員教授、藤江康彦客員准教授

82 1511300 し 授業研究と談話分析（’０６） f基 ＲＡ 2006 ～2009 (H18～H21) 秋田喜代美客員教授

83 1523333 し 障害児の心理と教育 g基 ＲＡ 1985 ～1992 (S60～H04) 寺田　晃客員教授

84 1524160 し 心理・教育における測定法 b基 ＴＶ 1989 ～1992 (H01～H04) 肥田野直客員教授

85 1522310 し 心理カウンセリング序説（’０９） g基 ＲＡ 2009 ～2014 (H21～H26) 大場　登教授

86 1529056 し 心理カウンセリング序説（’１５） g基 ＲＡ 2015 ～2020 (H27～R02) 大場　登教授

87 1118021 し 心理と教育を学ぶために（’１２） a副 ＲＡ 2012 ～2017 (H24～H29) 森　津太子教授、小川正人教授、山口義枝客員准教授　

88 1211145 し 心理学 a基 ＴＶ 1989 ～1992 (H01～H04) 大山　正客員教授、詫摩武俊客員教授

89 1118064 し 心理学概論（’１２） a基 ＴＶ 2012 ～2017 (H24～H29) 星　薫客員准教授、森　津太子教授

90 1211200 し 心理学概論Ⅰ a基 ＴＶ 1985 ～1988 (S60～S63) 大山　正客員教授、詫摩武俊客員教授

91 1211374 し 心理学概論Ⅱ a基 ＴＶ 1985 ～1988 (S60～S63) 中川大倫客員教授

92 1826719 し 心理学研究法（’０３） b基 ＴＶ 2003 ～2007 (H15～H19) 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

93 1520903 し 心理学研究法（’０８） b基 ＲＡ 2008 ～2013 (H20～H25) 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

94 1528947 し 心理学研究法（’１４） b基 ＲＡ 2014 ～2019 (H26～R01) 大野木裕明客員教授、渡辺直登客員教授

95 1213962 し 心理学史 a副 ＴＶ 1994 ～1997 (H06～H09) 大山　正客員教授

96 1625810 し 心理学史（’０５） a副 ＴＶ 2005 ～2009 (H17～H21) 西川泰夫客員教授、高砂美樹客員教授

97 1526707 し 心理学史（’１０） a副 ＴＶ 2010 ～2015 (H22～H27) 西川泰夫客員教授、高砂美樹客員教授

98 1218875 し 心理学史（’９８） a副 ＴＶ 1998 ～2001 (H10～H13) 大山　正客員教授、上村保子客員教授

99 1218514 し 心理学初歩（’０２） a基 ＴＶ 2002 ～2005 (H14～H17) 辻　敬一郎客員教授、星　薫客員准教授

100 1112228 し 心理学初歩（’０２） a基 ＴＶ 2002 ～2005 (H14～H17) 辻　敬一郎客員教授、星　薫客員准教授

101 1111272 し 心理学入門 a基 ＴＶ 1993 ～1996 (H05～H08) 相場　覚客員教授

102 1111272 し 心理学入門 a基 ＴＶ 1997 ～2001 (H09～H13) 相場　覚客員教授 ※改訂

103 1219014 し 心理学入門（’０６） a基 ＴＶ 2006 ～2011 (H18～H23) 星　薫客員准教授、山口　勧客員教授、青木紀久代客員准教授

104 1117319 し 心理学入門（’０６） a基 ＴＶ 2006 ～2011 (H18～H23) 星　薫客員准教授、山口　勧客員教授、青木紀久代客員准教授

105 1526464 し 心理測定法 b基 ＴＶ 1993 ～1997 (H05～H09) 池田　央客員教授

106 1587781 し 心理測定法（’９８） b基 ＴＶ 1998 ～2002 (H10～H14) 繁桝算男客員教授

107 1528319 し 心理統計法（’１１） b基 ＴＶ 2011 ～2016 (H23～H28) 大澤　光客員教授、神宮英夫客員教授 統計学に関する科
目

108 1529196 し 心理統計法（’１７） b基 ＴＶ 2017 ～2020 (H29～R02) 豊田秀樹客員教授 統計学に関する科
目

109 1625519 し 心理臨床とイメージ（’１０） g基 ＴＶ 2010 ～2015 (H22～H27) 小野けい子教授、佐藤仁美准教授

110 1529102 し 心理臨床とイメージ（’１６） g基 ＴＶ 2016 ～2021 (H18～R03) 小野けい子教授、佐藤仁美准教授

111 1110900 し 心理臨床の基礎（’０８） g基 ＲＡ 2008 ～2013 (H20～H25) 小野けい子教授

112 1528980 し 心理臨床の基礎（’１４） g基 ＲＡ 2014 ～2019 (H26～R01) 小野けい子教授

113 1827510 し 心理臨床の世界（’０３） g基 ＴＶ 2003 ～2006 (H15～H18) 滝口俊子客員教授、桑原知子客員准教授

114 1520954 し 深層心理学 g基 ＲＡ 1987 ～1990 (S62～H02) 織田尚生客員教授

115 1520954 し 深層心理学 g基 ＲＡ 1991 ～1995 (H03～H07) 織田尚生客員教授 ※改訂

116 1510509 し 神経心理学（’０６） e基 ＲＡ 2006 ～2009 (H18～H21) 八木文雄客員教授

117 1628216 し 進化と人間行動（’０７） e基 ＴＶ 2007 ～2010 (H19～H22) 長谷川寿一客員教授、長谷川眞理子客員教授

118 1820214 し 人格心理学 g基 ＴＶ 1996 ～1999 (H08～H11) 鈴木乙史客員教授、佐々木正宏客員教授

119 1825879 し 人格心理学（’００） g基 ＴＶ 2000 ～2003 (H12～H15) 鈴木乙史客員教授、佐々木正宏客員教授

120 1622617 し 人格心理学（’０４） g基 ＴＶ 2004 ～2008 (H16～H20) 榎本博明客員教授、桑原知子客員准教授

121 1113003 し 人格心理学（’０９） g基 ＲＡ 2009 ～2014 (H21～H26) 大山泰宏教授

122 1118153 し 人格心理学（’１５） g基 TV 2015 ～2020 (H27～R02) 大山泰宏教授

123 1822713 し 生涯発達心理学（’０２） f基 ＴＶ 2002 ～2005 (H14～H17) 小嶋秀夫客員教授、やまだようこ客員教授

124 1589334 す スクールカウンセリング（’０５） g基 ＴＶ 2005 ～2009 (H17～H21) 滝口俊子客員教授、倉光　修教授

125 1621360 す スクールカウンセリング（’１０） g基 ＴＶ 2010 ～2015 (H22～H27) 滝口俊子客員教授

126 1529269 せ 生理心理学（’１８） e基 ＴＶ 2018 ～2021 (H20～R03) 岡田　隆客員教授

127 1512277 せ 精神衛生 g副 ＲＡ 1987 ～1990 (S62～H02) 狭間秀文客員教授、織田尚生客員教授

128 1528610 せ 精神分析とユング心理学（’１１） g基 ＲＡ 2011 ～2016 (H23～H28) 大場　登教授、森さち子客員准教授

129 1526812 せ 精神分析学 g副 ＲＡ 1996 ～1999 (H08～H11) 牛島定信客員教授

130 1113100 せ 精神分析入門（’０７） g副 ＲＡ 2007 ～2010 (H19～H22) 牛島定信客員教授

131 1523279 せ 青年の心理と教育 f基 ＲＡ 1988 ～1991 (S63～H03) 宮川知彰客員教授

132 1523279 せ 青年の心理と教育 f基 ＲＡ 1992 ～1995 (H04～H07) 久世敏雄客員教授

133 1824236 せ 青年心理学 f基 ＲＡ 1996 ～1999 (H08～H11) 久世敏雄客員教授

134 1523791 ち 知覚心理学 d基 ＴＶ 1997 ～2000 (H09～H12) 相場　覚客員教授、鳥居修晃客員教授

135 1528769 ち 知覚心理学（’０１） d基 ＴＶ 2001 ～2004 (H13～H16) 相場　覚客員教授、鳥居修晃客員教授

136 1522736 ち 知能と創造性 d副 ＴＶ 1985 ～1987 (S60～S62) 田中正吾客員教授

137 1528971 ち 中高年の心理臨床（’１４） g基 ＲＡ 2014 ～2019 (H26～R01) 齋藤高雅客員教授、高橋正雄客員教授

138 1567047 て データとデータ解析 b副 ＲＡ 1996 ～2000 (H08～H12) 栗原考次客員准教授

139 1570188 て データの分析と知識発見（’１６） b副 ＴＶ 2016 ～2019 (H28～R01) 秋光淳生准教授

140 1861905 と 統計学（’０９） b副 ＲＡ 2009 ～2012 (H21～H24) 藤井良宜客員教授 統計学に関する科
目

141 1562665 と 統計学（’１３） b副 ＲＡ 2013 ～2018 (H25～H30) 藤井良宜客員教授 統計学に関する科
目

142 1892215 と 統計学とその応用（’０５） b副 ＲＡ 2005 ～2008 (H17～H20) 田栗正章客員教授 統計学に関する科
目

143 1598910 と 統計学入門（’０４） b副 ＲＡ 2004 ～2008 (H16～H20) 盛山和夫客員教授 統計学に関する科
目

144 1564200 と 動物の行動と社会 e基 ＴＶ 1996 ～1999 (H08～H11) 日高敏隆客員教授

145 1896490 と 動物の行動と社会（’００） e基 ＴＶ 2000 ～2003 (H12～H15) 日高敏隆客員教授

146 1891219 と 動物の行動と生態（’０４） e副 ＴＶ 2004 ～2008 (H16～H20) 長谷川眞理子客員教授



147 1212915 に 人間科学の可能性（’０３） 　i ＴＶ 2003 ～2005 (H15～H17) 中島義明客員教授、太田裕彦客員教授

148 1522671 に 人間関係論 h基 ＴＶ 1987 ～1990 (S62～H02) 三隅二不二客員教授

149 1522671 に 人間関係論 h基 ＴＶ 1991 ～1994 (H03～H06) 三隅二不二客員教授 ※改訂

150 1214047 に 人間行動学 a基 ＴＶ 1994 ～1997 (H06～H09) 中島義明客員教授、太田裕彦客員教授

151 1827103 に 乳幼児・児童の心理臨床（’０７） g基 ＴＶ 2007 ～2010 (H19～H22) 滝口俊子客員教授

152 1528815 に 乳幼児・児童の心理臨床（’１１） g基 ＴＶ 2011 ～2016 (H23～H28) 山口義枝客員准教授

153 1523040 に 乳幼児の健康と心理 f基 ＴＶ 1986 ～1990 (S61～H02) 平井信義客員教授

154 1528769 に 乳幼児の人格形成と家族関係 f基 ＴＶ 1993 ～1996 (H05～H08) 三宅和夫客員教授

155 1822454 に 乳幼児心理学 f基 ＴＶ 1997 ～2001 (H09～H13) 三宅和夫客員教授、内田伸子客員教授

156 1822810 に 乳幼児心理学（’０２） f基 ＴＶ 2002 ～2005 (H14～H17) 内田伸子客員教授

157 1528882 に 乳幼児心理学（’１２） f基 ＴＶ 2012 ～2015 (H24～H27) 山口真美客員教授、金沢　創客員教授

158 1529080 に 乳幼児心理学（’１６） f基 ＴＶ 2016 ～2019 (H28～R01) 山口真美客員教授、金沢　創客員教授

159 1522809 に 認知と思考 d基 ＴＶ 1988 ～1991 (S63～H03) 中川大倫客員教授、星　薫客員准教授

160 1270451 に 認知科学（’００） d基 ＴＶ 2000 ～2003 (H12～H15) 相場　覚客員教授、西川泰夫客員教授

161 1520806 に 認知科学の展開（’０８） d基 ＴＶ 2008 ～2013 (H20～H25) 西川泰夫客員教授、阿部純一客員教授、仲真紀子客員教授

162 1528963 に 認知行動療法（’１４） g基 ＴＶ 2014 ～2019 (H26～R01) 下山晴彦客員教授、神村栄一客員教授

163 1527061 に 認知心理学 d基 ＴＶ 1992 ～1995 (H04～H07) 小谷津孝明客員教授、星　薫客員准教授

164 1527061 に 認知心理学 d基 ＴＶ 1996 ～2000 (H08～H12) 小谷津孝明客員教授、星　薫客員准教授 ※改訂

165 1528904 に 認知心理学（’１３） d基 ＴＶ 2013 ～2018 (H25～H30) 高野陽太郎客員教授

166 1117416 に 認知心理学概論（’０６） a副 ／d基 ＴＶ 2006 ～2010 (H18～H22) 高野陽太郎客員教授

167 1528874 に 認知神経科学（’１２） e基 ＴＶ 2012 ～2017 (H24～H29) 道又　爾客員教授、岡田　隆客員教授

168 1811452 の 脳と生体統御 e副 ＴＶ 1994 ～1997 (H06～H09) 鬼頭昭三客員教授、仙波純一客員教授

169 1883020 の 脳と生体統御（’９８） e副 ＴＶ 1998 ～2001 (H10～H13) 仙波純一客員教授

170 1814613 の 脳の健康科学（’０２） e副 ＴＶ 2002 ～2005 (H14～H17) 小川紀雄客員教授、仙波純一客員教授

171 1626612 の 脳科学の進歩（’０６） e副 ＴＶ 2006 ～2010 (H18～H22) 田中啓治客員教授、岡本　仁客員教授

172 1522507 は パーソナリティ論 g基 ＴＶ 1987 ～1990 (S62～H02) 小口忠彦客員教授

173 1522507 は パーソナリティ論 g基 ＴＶ 1991 ～1995 (H03～H07) 佐治守夫客員教授、飯長喜一郎客員教授

174 1821040 は 発達と学習（’００） f基 ＲＡ 2000 ～2003 (H12～H15) 永野重史客員教授

175 1117211 は 発達と教育の心理学的基盤（’０５）f基 ＲＡ 2005 ～2008 (H17～H20) 稲垣佳世子客員教授

176 1828517 は 発達障害児の心と行動（’０２） g基 ＴＶ 2002 ～2005 (H14～H17) 太田昌孝客員教授

177 1511408 は 発達障害児の心と行動（’０６） g基 ＴＶ 2006 ～2009 (H18～H21) 太田昌孝客員教授

178 1524224 は 発達心理学 f基 ＴＶ 1990 ～1993 (H02～H05) 宮川知彰客員教授、野呂　正客員教授

179 1524224 は 発達心理学 f基 ＴＶ 1994 ～1997 (H06～H09) 野呂　正客員教授

180 1587552 は 発達心理学（’９８） f基 ＴＶ 1998 ～2001 (H10～H13) 小嶋秀夫客員教授、三宅和夫客員教授

181 1520431 は 発達心理学Ⅰ f基 ＴＶ 1985 ～1988 (S60～S63) 宮川知彰客員教授

182 1520504 は 発達心理学Ⅱ f基 ＴＶ 1986 ～1989 (S61～H01) 宮川知彰客員教授

183 1118110 は 発達心理学概論（’１１） f基  ／a副 ＲＡ 2011 ～2016 (H23～H28) 氏家達夫客員教授、陳　省仁客員教授

184 1524003 は 発達段階の心理学 f基 ＴＶ 1989 ～1992 (H01～H04) 宮川知彰客員教授、星　薫客員准教授

185 1528416 ひ 比較行動学（’１１） e基 ＲＡ 2011 ～2016 (H23～H28) 藤田和生客員教授

186 1529188 ひ 比較認知科学（’１７） e基 ＲＡ 2017 ～2020 (H29～R02) 藤田和生客員教授

187 1595911 ふ フィールド社会心理学（’０４） 　i ＲＡ 2004 ～2008 (H16～H20) 大橋英寿客員教授

188 1217232 ふ フロンティア人間科学（’９８） 　i ＴＶ 1998 ～2002 (H10～H14) 中島義明客員教授、太田裕彦客員教授

189 1885812 ふ 服飾と心理（’０５） h副 ＴＶ 2005 ～2008 (H17～H20) 藤原康晴教授、中川早苗客員教授、伊藤紀之客員教授

190 1522094 ふ 文化と精神発達 　i ＲＡ 1987 ～1990 (S62～H02) 小口忠彦客員教授

191 1521004 ほ 保育カウンセリング（’０８） g基 ＲＡ 2008 ～2013 (H20～H25) 滝口俊子客員教授、山口義枝客員准教授

192 1132903 み 身近な統計（’０７） b副 ＴＶ 2007 ～2011 (H19～H23) 熊原啓作教授、渡辺美智子客員教授 統計学に関する科
目

193 1234048 み 身近な統計（’１２） b副 ＴＶ 2012 ～2017 (H24～H29) 熊原啓作客員教授、渡辺美智子客員教授 統計学に関する科
目

194 1570218 ゆ ユーザ調査法（’１６） b副 ＴＶ 2016 ～2019 (H28～R01) 黒須正明教授、高橋秀明准教授

195 1828010 ゆ ユング心理学（’０３） g基 ＲＡ 2003 ～2007 (H15～H19) 大場　登教授

196 1821628 よ 読む書く話すの発達心理学 f基 ＲＡ 1994 ～1997 (H06～H09) 内田伸子客員教授

197 1520890 り 臨床心理学 g基 ＲＡ 1987 ～1990 (S62～H02) 村瀬孝雄客員教授

198 1520890 り 臨床心理学 g基 ＲＡ 1991 ～1994 (H03～H06) 村瀬孝雄客員教授 ※改訂

199 1520890 り 臨床心理学 g基 ＲＡ 1995 ～1998 (H07～H10) 田畑　治客員教授

200 1827111 り 臨床心理学概説（’０３） a副 ／g基 ＲＡ 2003 ～2007 (H15～H19) 馬場禮子客員教授

201 1525280 り 臨床心理学概説（’９９） a副 ／g基 ＲＡ 1999 ～2002 (H11～H14) 馬場禮子客員教授

202 1528823 ろ 労働と生活の心理学（’０１） h基 ＴＶ 2001 ～2004 (H13～H16) 越河六郎客員教授、星　薫客員准教授

203 1524747 ろ 老人の心理と教育 f基 ＲＡ 1990 ～1993 (H02～H05) 宮川知彰客員教授、荒井保男客員教授

204 1822918 ろ 老年期の心理と病理（’０２） g副 ＲＡ 2002 ～2005 (H14～H17) 竹中星郎客員教授、星　薫客員准教授

205 1583530 ろ 老年期の心理と病理（’９８） g副 ＲＡ 1998 ～2001 (H10～H13) 竹中星郎客員教授

206 1825127 ろ 老年心理学 f基 ＲＡ 1994 ～1997 (H06～H09) 荒井保男客員教授、星　薫客員准教授


