
在学生　経過措置用　読み替え表　（2013～17） 2018 年8月1日作成

2017年9月15日時点で大学に入学していた者に限って、経過措置として、下記の読み替えが可能となる

「科目名（教員名）」開講年度の順に示しているが、開講年度が示されていないのは、ほぼすべての年度で開講されている場合である。

カテゴリー No.
大学における必要な

科目名
教養学部 前期課程

教養学部
後期課程 認知行動

PHISEM 教育学部 文学部心理学専修課程
文学部社会心理学専修課

程

Ⅰ群
3科目以上

2 心理学概論

｢心理Ⅰ｣(文系)
｢心理Ⅱ｣(文系)
｢人間行動基礎論｣(理系)

「心理学概論」13 14
「心理学概論(1)」「心理学
概論(2)」15 16
「心理学概論(1)」「心理学
概論I」17

基礎科目 3 臨床心理学概論

「教育臨床心理学」
「臨床心理学概論」

「臨床心理学入門」16～17
「心理教育相談（カウンセ
リング）入門」13～15

4 心理学研究法
「認知行動科学研究法」 「質的心理学研究法」13～

17
「心理学研究法」13～17 「心理学研究法」13～17

5 心理学統計法

「人文科学ゼミナール デー
タ分析」

「心理統計学」 「心理統計学Ⅱ」13～17
「心理統計学Ⅲ」13～17

「心理学統計(1)」13～16
「心理学統計Ⅰ」17
「心理学統計(2)」13～17
「心理学統計(3)」13～17

「社会心理学統計（1）」13
～16
「社会心理学統計 (2）」13
～17
「社会心理学統計Ⅰ」17
「社会心理学特殊講義(1)：
応用多変量解析１」13～14
「社会心理学特殊講義(2)：
応用多変量解析２」13～14
「社会心理学特殊講義：応
用多変量解析１」15～16
「社会心理学特殊講義：応
用多変量解析２」15～16
「社会心理学特殊講義：応
用多変量解析(1)」17

6 心理学実験

「認知行動科学実験Ⅰ」 「PHISEM高度教養特殊演習
(進化認知科学実習)｣

教育心理学実験演習基礎
(17)
「教育心理学実験演習Ⅱ」
13～17
「教育心理学実験演習Ⅲ」
13～17

「心理学実験演習(1)」13～
16
「心理学実験演習I」17

「社会心理学実験実習(1)」
13～16
「社会心理学実験実習」17



Ⅱ群
4科目以上

7 知覚・認知心理学

「情報認知科学」 「心理物理学」
「認知心理学」
「感覚情報処理」

「アフォーダンスの観察と
表現」13～14
「アフォーダンスの理論と
応用」15～16
「デザインと認知」16
「認知科学特論」17

「心理学特殊講義(横澤)」
13 14
「心理学特殊講義(村上)」
13（金5)
「心理学特殊講義(1)(横
澤)」15～17
「心理学特殊講義(2)(横
澤)」15～17
「心理学特殊講義(1)(村
上)」14～17
「心理学特殊講義(2)(村
上)」15～17

基礎心理学 8 学習・言語心理学

「行動神経科学」 「コミュニケーションにお
ける意図の理解」13
「学習の心理と環境」13
「教授・学習心理学概論」
14～17
「教授・学習心理学演習」
13 14 16～17
「ことばの発達心理学」14
16

「心理学特殊講義(1)(今
水)」16 17
「心理学特殊講義(2)(今
水)」16 17

9 感情・人格心理学

「性格心理学」 「発達心理学」14 16
「生涯発達心理学演習」13
15 17



10 神経・生理心理学

「認知脳科学」 「認知脳科学概論」 「心と脳の発達」13～17 「心理学特殊講義(村上)」
13（月4)
「心理学特殊講義(2)(村
上)」14
「心理学特殊講義(岡ノ
谷)」14
「心理学特殊講義(3)(村
上)」15
「心理学特殊講義(四本)」
15～17

11
社会・集団・家族心
理学

「社会行動論」 「社会行動の適応的基盤」
13
「社会性の発達心理学」13
15 17

「心理学特殊講義(鈴木)」
17

「社会心理学概論：社会心
理学入門第１部」13～15
「社会心理学概論：社会心
理学入門第２部」13～15
「社会心理学概論１」16
「社会心理学概論２」16
「社会心理学概論(1)」17
「社会心理学概論(2)」17

12 発達心理学

「認知発生論」 「社会性の発達心理学」13
15 17
「発達心理学」13～17
「発達心理学演習」14 16
「ことばの発達心理学」14
16
「ロボットを通して探る子
どもの心」17

13
障害者・障害児心理
学

「認知行動障害論」
「異常心理学」
「行動適応論」
「バリアフリー総論」

「ディスアビリティ・スタ
ディーズ」13～17
「バリア・スタディーズ」
13～17
「バリアフリー総論」17

Ⅲ群
2科目以上

14
心理的アセスメント

基本的理論と
実践

15
心理学的支援法

「教育相談の理論（来談者
中心療法とフォーカシン
グ）」15
「Theories of
Psychological
Intervention」16

「精神療法」13 15 17

24 心理演習
「臨床心理学演習」13～17

25
心理実習(時間数問
わず)

「PHISEM高度教養特殊演習
（臨床発達精神医学実
習）」



Ⅳ群
2科目以上

16 健康・医療心理学

「行動適応論」
「異常心理学」
「認知行動障害論」

「ストレス・マネジメント
概論」13～17
「健康管理研究入門」13～
15

実践心理学 17 福祉心理学
「認知行動科学特論Ⅰ」 「コミュニティワーク入

門」14

18 教育・学校心理学

「現代教育論」 「学校臨床心理学」13
「学習意欲と教育評価」13
15
「学習の相談と指導Ⅰ」14
16
「学習の相談と指導Ⅱ」13
15 17

19 司法・犯罪心理学

「子供の証言と司法面接」
14

20 産業・組織心理学

Ⅴ群
1科目以上

16 健康・医療心理学

「行動適応論」
「異常心理学」
「認知行動障害論」

「ストレス・マネジメント
概論」13～17
「健康管理研究入門」13～
15

心理学関連科
目

21
人体の構造と機能及
び疾病＝医学概論

「ヘルスサイエンス論」
「医学概論」

「機能解剖学」 「バイオダイナミクス」13
～17
「教育の生理学」13～17
「機能解剖学Ⅰ」13～17
「機能解剖学Ⅱ」13～17

22
精神疾患とその治療
＝精神医学概論

「PHISEM高度教養特殊講義｢
こころの総合人間科学特論｣

「精神医学」14 16

＊16 健康・医療心理学は、ⅣとⅤの両方にはカウントできない。


