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要約 

心理学は、「こころについての科学的研究をめざす学問」であるが、心理学を学ぶことがどのように

生活に活用されているのだろうか。本研究では、心理学を専攻した社会人および心理学の授業を履修し

たことのある社会人を対象に、心理学を学ぶことの効果についてウェブ調査を行った。その結果、心理

学専攻者の方が、心理学をより役に立つと日常生活において認識していることが、選択式及び自由記述

式の調査から判明した。また、内容としては、大学生対象の調査同様人間関係の理解には重点が置かれ

ていたが、カウンセリングに言及するのではなく、相手についての「理解」に焦点を置いた回答や、人

間関係にその知見を活用することに役に立つという回答が多かった。さらに、自分の心の持ちようを調

整できるようになったという自分をコントロールするという回答も散見された。 
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目的 

 心理学とは、なんだろうか。心理学の代表的な教科書を見ると、「人間の心・精神、あるいは、考え、

感じ、行動する力とそのメカニズムを解明する学問」（無藤・森・遠藤・玉瀬、2004）、「こころについ

ての科学的研究をめざす学問」（鹿取・杉本・鳥居、2008）とある。さらに、教科書『心理学』の第一

章では、心理学の知見の応用に目が向く人が多いが、まずは基礎や方法論を理解することが大切である

ことが強調されている（鹿取ら、2008）。 

 これは、学問としての心理学と一般的な心理学のイメージとに認識の違いがある現状で、学問として

の心理学とはかなり異なる心理学のイメージを持って入学してくる学生たち（e.g.,松井、2000;工藤・大

山・岩脇・宮埜、2004）に、きちんと心理学を学んでほしいという考えからであろう。心理学は対象が

身近すぎるがために、常識としてわかることを超えて、科学として進むことが困難であることが指摘さ

れている（無藤ら、2004）。心理学について一般の人たちの持つ認識として、「心理学＝カウンセリング」、

つまり、心理学を学べば人のこころが手に取るようにわかるという認識があること、「心理学＝こころ」、

つまり、感情などの深層心理的な一面が強く意識されていることがたびたび指摘されている（前堂、 

2005；松井、2000）。また、心理学知識を人々はテレビやかんたんな心理学の本から得ているという調



心理学を学ぶことの効果について 

大橋 恵・岩崎智史・藤後悦子 

－ 14 － 

査結果がある（楠見、2011）。 

 では、心理学のイメージは大学などにおいて心理学を学ぶと変化するのだろうか。半年ないしは一年

間の心理学の授業を受けただけで心理学のイメージが変化するかどうかが、いくつかの研究で検討され

ている。例えば、宮本（1994）は、女子大学の一年次通年講義「心理学」の受講生を対象に、授業を通

して心理学のイメージが変化したかどうかをＳＤ法で測定した。その結果、心理学に対しては、穏やか

で、親切で、繊細で、特色あるというイメージが一貫して見られ、あまり変化は見られなかった。稲垣・

中島・元末・芋阪（1968）もまた、心理学を受講中の学生と心理学を受講した経験のない学生（大学1，

2 年生）に対し、ＳＤ法を用いて心理学のイメージを測定した。その結果、心理学受講中の学生よりも

受講経験のない学生の方が心理学に対して鋭いと考えており、その他の項目いくつかでも心理学に対し

てやや肯定的なイメージを持っていることが示されたが、全体的にはあまり明確な差は認められなかっ

た。和田（2004）もまた、理工学系大学の一年次講義「こころの科学」の受講生を対象に、狭い―広い、

不便―便利、怖い―優しい、退屈―興味深い、不安―安心、雑然―整然の5対を用いて心理学へのイメ

ージを測定した。その結果、授業を受ける前から、心理学に対して広くて興味深いという非常に良いイ

メージがあり、授業後も特に変化がなかった。良いイメージをそれ以上高めることが困難であるからだ

ろうと和田は考察しているが、これらの研究は、SD 法として汎用的な（つまり、人や物の認知一般に

使われる）単語の組み合わせを利用していたため、心理学の特徴的な部分がうまく抽出されなかった可

能性がある。 

 一方、自由記述法を用いて、半年間の心理学の受講後に心理学に対するイメージがどのように変化し

たかを検討した松井（2000）では、明らかな変化が報告されている。具体的には、講義前には、「心が

わかる」、「おもしろそう」、「難しそう」、「不思議・神秘的」、「つかみどころがない」という「こころ」

に対するイメージに当たると思われるものに加え、「カウンセリング」、「犯罪捜査」、「心理テスト」など

臨床心理学に寄った回答が多かったが、講義後には、「科学的」「人間の行動や感覚に理由を与える体系

的な学問」が最も多くなったことを報告している。さらに、「心のしくみを分析」「脳との関係が深い」

「実験」など科学的なイメージが新たに挙げられるようになった。ただし、講義後も「不思議・神秘的」、

「つかみどころがない」、「難しそう」というイメージもまた多く残っていた。この研究では自由にイメ

ージを挙げてもらったため非常に多様な単語が挙がっており、まとめることが難しい。これらは、まだ

十分ではない面が残ることは否めないが、心理学が講義を通して「科学」として認識されるようになっ

たことは示していると言える。 

 それでは、心理学の単なるイメージではなく、心理学にどのようなことができるのかという有用性に

ついてはどのように認識されているのだろうか。心理学を教える側は、「心理学の最終目標は人間のここ

ろの理解であり、その理解を通してなんらかの形で人類の福祉に役立つことを目指している（鹿取ら、

2008）」が、そのように受け取られているのだろうか。 

 心理学学習の効果についての実証研究は数少ないが、心理学を専門的に学修することを通じ、心理学
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にできることに対する認識は変化することを示した研究がある。心理学教育の効果を見るために、岩崎・

大橋・皆川（2012）は，心理学を専攻する大学生のもつ心理学イメージおよび心理学にできることにつ

いての認識を検討し、その学年による差などを調べた。その結果、心理学にできることとして、「カウン

セリング」や「人間理解」ができる、「コミュニケーションスキルが向上」する、「実生活で役に立つ」

の得点が高かった。しかしながら、この傾向は１年生に顕著なものであり、学年が上がると低下するこ

ともまた示された。このことは、はじめのうちは心理学の応用的な側面に目が向いていたが、大学にお

いて心理学を学んでいる過程で自分が考えていた「心理学を学ぶとできる」ことついての認識が科学的

な方向に変化したことを示す。 

 また、小城・坂田・川上（2010）は、不思議現象（例えば、占い、おまじないなど）を信じている大

学生たちが、半年の心理学講義を受ける中で不思議現象に対して批判的になっていくことを示した。こ

の研究もまた、心理学の学修を通して科学的な考え方ができる方向に変化したことを示すと言えよう。 

 以上の研究より、心理学を学ぶ効果として、人間理解およびコミュニケーション力の向上、科学的な

思考力の育成などが考えられる。ただし、まだ研究の数は少なく、対象も心理学を履修中の大学生のみ

と限定的であるという問題が残る。心理学は人のこころについての学問であるため、特に後者は問題で

はないだろうか。すなわち、こころについての理解は社会での経験を経て変わっていくため、心理学を

学んだ効果が実感できるのは、大学を卒業して社会人になり多種多様な人間関係を経験した後であろう

と思われるからである。 

 このような考えから、本論文では、社会人となってから学生時代に心理学を学んだことの効果をどう

とらえているかを調べることを目的に調査を行った。 

 

方法 

研究協力者 

 クロス・マーケティング社に委託し、全国に居住する同社の会員を対象にインターネット調査を行っ

た。実施は 2011 年 11 月、計画サンプルは 25 歳から 39 歳までの、心理学を専攻した（心理学専攻者

と以降呼称する）男性285名および女性280名、心理学概論の受講経験のある（心理学学習者と以降呼

称する）男性317名および女性302名の、計1184名であった（平均年齢32.3歳）。 

 なお、このうち、常勤の職にある者が約63.5％、派遣職員が約4.0％、自営業が約2.9%、パート・ア

ルバイト・非常勤職員が約11.9%であり、多くの回答者が仕事を持っていた。一方、専業主婦が12.9%、

無職を選んだ者は約3.3％おり、その他（内職、学生等）が1.5％であった。なお、一週間当たりの勤務

日は5日という回答が最も多く、79.0%を占めた。また、子どものいる者は約32.1％であり、子どもが

いる者の中での子どもの数の平均値は約1.6人であった。 

 心理学専攻者および心理学学習者は、以下の手続きでスクリーニングを行った。まず大学・短大など

で心理学を学んだことがあるかを尋ね、「はい。心理学を専攻しました。」「はい。心理学専攻ではありま
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せんでしたが、『心理学概論』『教育心理学』『こころの科学』などの授業を一つ以上学修しました。」「い

いえ。」から選択させた。さらに、前者二つを選んだ者に対し、心理学実験や心理学検査の実習（授業）

を受けたことがあるかを尋ねた。そして、心理学を専攻したと答えた者、および心理学専攻ではないが

概論科目を学習したと答えかつ心理学実験・検査の実習を受けたことがあると答えた者を「心理学専攻

者」とラベルづけした。また、心理学専攻ではないが概論科目を学習したと答えかつ心理学実験・検査

の実習を受けたことがないと答えた者を「心理学学習者」とラベルづけした。これは、学部学科の名称

は多様であり、「心理学専攻」という名称ではなくても、人間関係学科や一部の教育専攻など実質的に心

理学を専門的に学ぶ学科があると考えたためである。 

手続き 

 会員たちはオンライン上においてある質問紙に各自アクセスして回答した。回答すると、ボーナスを

もらえることが事前に説明されていた。 

質問内容 

 心理学を学んだ効果について二種類の尋ね方で測定した。まず、「学生時代に心理学を学んだことが、

あなたの今の生活や仕事にどのように役に立っていると思いますか。具体的に説明してください。」と自

由記述法で回答を求めた。文字数には特に制限をつけなかった。 

 次に、下記項目について、心理学を学んだためにできるようになったとどのくらい思うかを7件法（と

てもそう思う～まったくそう思わない）で尋ねた。項目は、岩崎ら（2012）を参考に作成した、対人ス

キル向上にかんする 7 項目と論理忍耐力向上にかんする 3 項目であった（表 1 参照）。これらはそれぞ

れ十分に信頼性が高かったため（対人スキル向上項目の信頼性係数α=.956、論理忍耐力向上項目のα

=.870）、それぞれ平均値を出して分析に使用した。最後に心理学の知識に関する質問を行ったが、こち

らは今回は報告しないため割愛する。 

 

結果 

選択法の回答の分析 

 はじめに、各項目への回答を心理専攻者と心理学習者に分けて表１にまとめた。表1を見るとわかる

ように、平均値は４前後が多く、どちらともいえないという回答が多いことがわかる。 

 次に、学習経験（心理学専攻・心理学学習）・性別（男性・女性）・年代（25～29歳・30～34歳・35

～40歳）を独立変数とし、対人スキル向上項目・論理忍耐力項目を従属変数とした、3要因の分散分析

を行った。その結果、双方の項目について年代の主効果・年代を含む交互作用効果が有意ではなかった

ため、再度、学習経験と性別を独立変数とした、2 要因の分散分析を行った。その結果、学修経験の主

効果のみが有意であった（F(1,1180)=95.540, p<.0001、F(1,1180)=107.870, p< .0001）。対人スキル

向上（図 1）についても論理忍耐力向上（図 2）についても、心理学専攻者の方が、心理学学習者より

も心理学が役に立ったと有意に強く認識していた。 
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表１　心理学にできること各項目の平均値と標準偏差

男性 女性 男性 女性

対人スキル項目

3.93 3.76 3.08 3.24

(1.59) (1.56) (1.56) (1.48)

4.00 3.95 3.09 3.26

(1.49) (1.51) (1.53) (1.49)

3.93 3.85 3.16 3.29

(1.55) (1.46) (1.57) (1.47)

3.88 4.00 3.03 3.29

(1.63) (1.53) (1.49) (1.49)

4.05 4.11 3.05 3.42

(1.52) (1.49) (1.50) (1.47)

3.86 3.59 3.04 3.10

(1.53) (1.36) (1.46) (1.36)

4.03 4.15 3.15 3.28

(1.55) (1.49) (1.54) (1.47)

論理忍耐力項目

4.18 4.20 3.40 3.42

(1.55) (1.57) (1.59) (1.55)

3.90 3.66 3.00 2.78

(1.57) (1.52) (1.42) (1.30)

3.75 3.79 3.01 3.08

(1.53) (1.45) (1.51) (1.38)

心理学専攻 心理学学習
　項　目

つまらないことでもやりつづける忍
耐力がついた

グラフや統計処理を読めるように
なった

論理的に物事を考えることができ
るようになった

人の悩みに、うまくアドバイスをす
ることができるようになった

いやな相手とも上手く付き合えるよ
うになった

人にだまされにくくなった

人の心のケアができるようになっ
た

次に相手がどう行動するかがわか
るようになった

相手の性格がわかるようになった

人の考えていることが読めるように
なった

図1 心理学学修により対人スキルが向上したと考える程度 

表1 心理学にできること各項目の平均値と標準偏差 
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自由記述の内容分析 

 心理学を学んで役に立ったことについて、自由記述法でも回答を得ていた。こちらについて、内容に

ついてコーディングを行った上で集計した。 

 まず、筆者らが合議してコーディング表（表 2）を作成し、仮説を知らない学部生三名に独立に全回

答のコーディングを依頼した（この段階で一致率 81.3％）。一致しない回答については、三名のコーダ

ーが協議の上コードを決定した。その結果を表2にまとめた。 

カテゴリー 心理専攻 心理学習

度数 89 51
( % ) (15.76) (8.26)
度数 6 6
( % ) (1.07) (0.97)
度数 94 63
( % ) (16.71) (10.19)
度数 11 11
( % ) (1.95) (1.77)
度数 36 25
( % ) (6.43) (4.08)
度数 17 22
( % ) (3.04) (3.60)
度数 9 2
( % ) (1.60) (0.32)
度数 25 16
( % ) (4.44) (2.58)
度数 51 34
( % ) (9.07) (5.52)
度数 209 351
( % ) (37.08) (56.70)
度数 16 37
( % ) (2.86) (6.02)

その他

なし・思い当たらず

非該当

人間関係（相談）

人間関係
（その他）

深く考える

客観的・論理的思考

人を育てる（教育）

関係

表2　心理学を学んで役に立ったと思えること

話のネタにする程度

自己理解

人間関係（理解）

表2 心理学を学んで役に立ったと思えること 

図2 心理学学修により論理力や忍耐力が向上したと考える程度 
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 全体的に「なし・思い当たらず」が多く、半数近くを占めたが、心理学を専攻した人は、概論のみ学

習した人と比べ、役に立ったことをなにかしら挙げる割合が有意に高かった（χ(1)=55.568, p <.0001）。

その内容は、「人間関係（理解）」が最も多く、「人間関係（その他）」がその次に多かった。「人間関係（理

解）」とは、「人が何を考えているかを考える時に役立っている気がする」「人心掌握」など、他の人の考

え方や行動パターンを理解できるという指摘を指す。また、「人間関係（その他）」とは、相手の悩み事

や相談にうまく対応できるようになること以外に、人間関係が的確に理解できるために実際の人付き合

いで役に立っていることを指摘した内容を指す。例を挙げれば、「人の考え方が分かるため、必要以上に

イライラしたりすることが無くなった」「人の話を受容し、自分の意見を押し付けない」「人を怒らせな

いでなだめること」等である。 

 ｢人間関係（相談）｣は数が少なかったが、「人からよく相談をされて、あなただとちゃんと聞いてくれ

るからのように言われる。傾聴ができているのかも。」「人から悩みを相談されたときの対応の仕方」の

ように相談やカウンセリング場面で役に立つと明記したものを指す。この3種類は、対人スキル向上項

目に対応する。 

 論理忍耐力向上項目に対応するのは、「深く考える」および「客観的・論理的思考」である。「深く考

える」の例としては、「洞察力が高くなった」「人の気持ちを考えるようになった」、「客観的・論理的思

考」の例としては、「人を一面的に見ない」「客観的に物事・感情を捉えられるようになった」「統計的な

考え方の重要性、物事を多面的にみることが参考になった」が挙げられる。 

 それぞれ数は多くないが、事前に予測していない回答も様々見られた。まず、「人を育てる（教育）」

は、仕事場面・家庭場面に限らず人を育てるために心理学が役に立っているという指摘した回答である。

例えば、「部下への仕事の指導」「教員なので、生徒に対応するにあたり役に立っている」「ピグマリオン

などは子育てに応用しています」など。つぎに、「話のネタにする程度」の例は、「役立つというよりは

話のネタとして使っている程度」「営業の取っ掛かり」など、特に役に立てているわけではないがあえて

言えばというニュアンスで書かれているようだ。最後に、「自己理解」とは、「ストレスマネジメントや

自己分析等がうまくでき、忍耐強く物事に取り組めるようになった」「自分の気持ちの動きを掴み易くな

り、モチベーションのコントロールが上手くなった」に代表されるように、他の人の考えや行動ではな

く自分の考えや行動を理解したり、自分をうまくコントロールしたりするために心理学が役に立ったと

いう回答である。 

 ちなみに、「非該当」とは、例えば、「もっと勉強しておけばよかったと後悔している」「履修はしたが

授業内容をあまり覚えていない」「学生時代に学んだことは覚えていないが、興味を持ったことにより、

以降本を読み学んでいる」のような、質問に対応していない回答を指す。 

 この自由記述に関しては、仕事状況が言及されているかどうかもコーディングした（表3）。その結果、

心理学が役に立った状況として仕事状況を挙げた回答者は、心理専攻者でも20％未満に留まった。この

中には、カウンセラーなど心理学を直接役立てられる仕事についていると考えられる者（「心理職の仕事
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に言及」にコード）も含まれる。「仕事に言及」の具体的な例としては、「客先との交渉時に役に立って

いると思う」「教職についているので、子どもたちにどのように声をかけたらよいか日々生かされている」

が挙げられる。一方、心理学の概論のみ学習した人たちでは、11％台であった。ここから推測するに、

心理学が役立った状況としては仕事以外のプライベートが多くを占めることが示唆される。 

 

考察 

 心理学のイメージを調べた研究はいくつも存在する。しかしながら、心理学を学んだ効果についての

研究はあまり多くはない。さらに、心理学を学生時代に学んだ社会人対象の調査は見当たらない。 

 本研究では、心理学を専攻した者の方が心理学を半年ないし一年学習しただけの者よりも、心理学を

より役に立つと日常生活において認識していることが、選択法及び自由記述法の調査から判明した。た

だもう少し詳細にデータを見れば、心理学専攻者たちも選択法の回答を見る限りでは対人スキルや論理

忍耐力の向上に心理学が役に立つかについては「どちらともいえない」レベルでとらえていたにもかか

わらず、自由回答で回答を求めたときには心理学が役立った状況を多くの者が具体的に挙げていた。一

方、心理学学習者は全体的に役に立ったとは思われないと回答していたが、仮に何かしらの効果があっ

たとしても、たくさん履修した授業のうちの一つ二つである心理学の授業の効果であるとは認識されな

いのは当然であろう。また、自由記述法では心理学が役立った状況に自主的には思い当たらない者も多

く見られた。自由記述法と選択法とで見られたこのような違いは、質問文で書かれていてはじめて心理

学のそのような効用を思いついたために得られた可能性がある。一方、自由回答での回答が本心であり、

選択法で「役に立たない」を選び続けることが躊躇された可能性もある。さらなる検討が必要であろう。 

 心理学を学んでいる学生たちへの調査では、心理学を学ぶことにより相談に対応する能力や人間関係

の理解やコミュニケーション能力が向上するという期待が目立った（岩崎ら、2012）。社会人を対象と

した本調査においても人間関係の理解には重点が置かれていたが、より詳細にみると、うまく相談に対

応できるようになったという回答は少なく、相手をより理解できるようになったことや相手の行動が予

想できるようになったことという、相手についての「理解」に焦点を置いた回答や、人間関係にその知

見を活用することに役に立つという回答が多かった。これは、大学生対象の調査とは対照的だと考える。

さらに、自分の心の持ちようを調整できるようになったという自分自身をコントロールすることへの言

心理専攻 心理学習

度数 466 549

(%) (0.82) (0.89)

度数 84 69

(%) (0.15) (0.11)

度数 15 1

(%) (0.03) (0.00)

表3　心理学の学修と仕事

カテゴリ―
関係

仕事への
言及なし

仕事に言及

心理職の
仕事に言及

表3 心理学の学修と仕事 
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及も散見された。 

 最後に、心理学を専攻した者のうち三分の一以上が心理学を学んで役に立ったことを答えられないの

は問題ではなかろうか。年齢を25から40歳に限定しているため、心理学を学んだ時期は5～20年前で

あり、記憶がなくなるほど昔ではないと思われる。近年大学の授業も実践的なものが増えてはいるが、

実生活と関連付けて学習できるように、私たち教員もいっそう工夫が必要であることを示す結果といえ

よう。インターネット調査であるがゆえの限界も無視できないが（佐藤、2006）、今後の心理学教育に

役立てられたらと期待する。 
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