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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

その後の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を対象に、心理学を

学ぶことの効果について再度ウェブ調査を行った。心理学を学んだことが役に立っているかをまず尋ね

た結果、「役に立った」という回答が多数を占めた。どのように役に立つのかについては、大学生対象の

調査同様対人関係での活用が多く挙げられていたが、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、論理的に考えることができるようになったという回答や、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、「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）であり、「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）である。心理学は、大学になってはじめて正式に授業科目として設置される科目であ

り、入学前の学生たちにとっていぜん興味がある科目のようである（e.g., 工藤・大山・岩脇・宮埜、2004;

松井、2000）。 

実証科学としての姿勢が特徴であるのだが、学問としての心理学と一般的な心理学のイメージには乖

離があることが指摘されている（e.g., 工藤・大山・岩脇・宮埜、2004; 前堂、2005；松井、2000）。具

体的には、一般の人たちは、「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。 

このような心理学のイメージが、大学などにおいて心理学を学ぶことにより変化するかどうかが幾つ

かの研究で検討されている。半年ないしは一年間の心理学の授業を受けただけでは、自由記述法を用い

た一件（松井, 2000）を除き、心理学のイメージはあまり変化しないようであった（稲垣・中島・元末・

原著 
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芋阪, 1968; 宮本, 1994; 和田, 2004）。 

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。 

心理学学修の効果について検討する必要があると考える理由は、社会においても心理学的な視点が求

められているからである。まず、学校現場においてはいじめや不登校の問題が顕著化する中、子どもや

子育ての問題（不登校、いじめ、虐待など）において、心を理解しケアすることの大切さが語られるこ

とが多い。スクールカウンセラーの学校への派遣が 1995 年より始まり、派遣されるカウンセラー数は

増加の一途をたどっていることもこの流れを受けている。学校におけるスクールカウンセラーの活用に

ついて調べた堀尾（2012）は、スクールカウンセラーが教員たちから一定以上の高い評価を得ており、

その心理学的な専門性を発揮するように強く期待されていることを報告している。 

これに加え、近年注目を集めている社会人基礎力にも、心理学を学ぶことで培われることがらが含ま

れている。社会人基礎力とは、2006 年から経済産業省が提唱しているもので、「職場や地域社会で多様

な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」を指す。企業や若者を取り巻く環境が変化したため、

基礎学力・専門知識に加え、それらをうまく活用していくための社会人基礎力を意識的に育成していく

ことが重要となっていると考えられているのである（経済産業省、2006）。社会人基礎力は、「前に踏み

出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の3つの能力（12の能力要素）から構成されており、これ

らの内容は心理学と深く関連している項目がいくつも見られる。すなわち、他人に働きかけ巻き込む力

を意味する、働きかけ力（前に踏み出す力の中の一つ）。相手の意見を丁寧に聞く力を意味する、傾聴力。

自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力を意味する、情況把握力。最後に、ストレスの発生源

に対応する力を意味する、ストレスコントロール力である（それぞれ「チームで働く力」の中の一つ）。

しかしながら、大学卒業後心理職（カウンセラーなど）につけるのはごくわずかである。多くの学生が

一般企業に就職し、その中で心理学を生かしている状況である。だからこそ、心理学を学んだ効果を明

らかにする必要があると考えた。 

心理学学修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

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、岩﨑・

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、心理学を学ぶことにより可能になる

事柄として、「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
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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。 

そのような視点から、大橋・岩﨑・藤後（2013）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心理学を学ぶことがどのように役に立つのかに

ついて、心理学を学び社会人としての生活経験のある者対象に調査を行った。その結果、心理学を専門

的に学んだ者のうち約60％が、心理学を学んだ効果として、良好な対人関係を形成・維持や交渉術など

を挙げ、心理学が役立つと答えていた。また、心理学を概論程度のみ学んだ者と比べて、心理学を専門

的に学んだ者のほうがより心理学を学んで役に立ったことを多く挙げていた。 

しかしながら、この調査では、「心理学を学んだことがどのように役に立っているか」と尋ねたため、

心理学が何かの役に立つものという前提で質問していた。しかし、そもそも心理学を学んだ卒業生たち

は社会人生活の中で心理学を役立つものだと認識しているのだろうか。 

この点を正確に検討するために、本研究では、まず、心理学は役に立っていると思うかを選択式で問

い、その後に理由を自由回答形式で聞く形式に改良した。さらに、前回は心理学を概論程度のみ学んだ

者も調査に含めていたが、今回は心理学を専攻した者のみを対象にした。そして、重複して二つの調査

に回答する者が出ることを避けるため、委託会社を変更した。 

 

方 法 

研究協力者 

（株）マクロミル社に委託し、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2012年12

月中旬に実施した。本研究は「心理学を専門的に学んだ者」を対象としていたため、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
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たことがあると答えた者を「心理学を専門的に学んだ者」として調査対象とした。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。 

その結果、全国の30歳以上44歳以下の男女計312名（30-34歳男女各52名、35-39歳男女各52名、

40-44歳男女各52名）が調査に協力した。その内訳は、常勤で勤務している者が約6割と多いが、短時

間労働者や主婦もいた（表 1）。協力者たちは、平均 13.24 年前（標準偏差 4.91 年）に大学を卒業して

いた。心理学を一般社会人がどのように役立てているかを検討するという調査目的にかんがみ、心理職

（12名）を除外した300名を基本的に分析対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１　回答者の勤務形態

度数 （％） 度数 （％） 度数 （％）

常勤 133 (85.3) 45 (28.8) 178 (57.1)

自営 9 (5.8) 6 (3.8) 15 (4.8)

派遣 1 (0.6) 6 (3.8) 7 (2.2)

非常勤 5 (3.2) 7 (4.5) 12 (3.8)

パート 1 (0.6) 21 (13.5) 22 (7.1)

アルバイト 1 (0.6) 2 (1.3) 3 (1.0)

内職 0 (0.0) 2 (1.3) 2 (0.6)

専業主婦（主夫） 0 (0.0) 63 (40.4) 63 (20.2)

無職 5 (3.2) 1 (0.6) 6 (1.9)

その他 1 (0.6) 3 (1.9) 4 (1.3)

男性 女性 合計

職種 人数 (%)

事務職 96 (30.8)

営業職 29 (9.3)
技術職（含クリエイ

ティブ職）
58 (18.6)

サービス職 28 (9.0)

無職
（含専業主婦）

72 (23.1)

心理職 12 (3.8)

教育福祉医療職 17 (5.4)

合計 312 (100.0)

表２　職種ごとの回答者数表2 職種ごとの回答者数 

表1 回答者の勤務形態 
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職種ごとに、仕事の中で心理学が必要とされる頻度やどのような知識が必要とされるかが異なると考

えられる。そこで、今回は、勤務形態ではなく、職種によって回答を比較検討した。 

職種については、「あなたの職種をお知らせください」という質問に対し、事務職、営業職、技術職、

サービス職、クリエイティブ職、心理職、その他から選択してもらった。その他を選んだ者には、さら

に具体的に記してもらった。その結果、クリエイティブ職は人数が少なかったため、技術職と合併させ

て分析した。また、その他を選んだ者のうち、教員・介護福祉職・医療関係との記述が数件見られた。

そこで、これを「教育・福祉・医療職」としてまとめた。また、キャリアカウンセラー、結婚相談所（各

1 名）は心理職に、農業（1 名）は、技術職に分類した。その結果、職種ごとの回答者数は表 2 のよう

になった。この職種分けを用いて、心理学の効用感に関する比較対照を行った。 

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、ポイントを

もらえることが事前に説明されていた。 

質問項目 

まず、「学生時代に心理学を学んだことが今の生活や仕事に役に立っていると思う程度」を 4 件法で

尋ねた。次に、「役にたっている」「やや役に立っている」と回答した者には、「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。」と尋ね、自由記述法で回答を求めた。一方、「役になっていない」「あまり役になっていない」と

回答した者には、「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役に立っていないとな

ぜ感じるのでしょうか。具体的に説明してください。」と尋ね、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、心理学を学んだためそれぞれの力が付いたとどのくらい思うかを6件法（とてもそう思う～ま

ったくそう思わない）で尋ねた。18 項目の質問は、大橋・岩﨑・藤後（2013）で使われた、対人スキ

ル向上にかんする7項目と論理忍耐力向上に関する3項目に、大橋ら（2013）で出てきた自由記述から

幾つか追加して作成した（表 5 参照）。因子分析の結果、同じように対人スキル向上項目と論理忍耐力

向上項目に分かれることが確認されたため、それぞれ平均値を出して分析に使用した。 

 

結 果 

「学生時代に心理学を学んだことが今の生活や仕事に役に立っていると思う程度」についての回答

（心理学の有用観）は、表3のとおりになった。すなわち、「役に立っている」「やや役に立っている」

という肯定的な回答が約70％と多数を占めた。 
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さらに、職種ごとに心理学の有用観の違いを検討する。表４に示したように、心理職以外に、教育福

祉医療職とサービス業において特に心理学が「役に立っている」という回答が多かった。職種・性別を

要因とし、心理学の有用観を従属変数とする、被験者間計画の2要因分散分析を行った。その結果、職

種の主効果が有意であった（F (5, 288) = 2.923, p < .05）。さらに多重比較（Tukey法）を行った結果、

事務職・技術職・無職よりも、教育医療福祉職で心理学の有用観の平均値が有意に高いという結果が得

られた（5％水準）。性別の主効果（F (1, 288) = 2.362, n.s.）および交互作用効果（F (5, 288) <1, n.s.）

は有意ではなかった。 

 

次に、どのように心理学が役に立っているかについて分析した。心理学の効用に関しては、選択式の

質問と、自由回答式で表3の質問の理由を尋ねたものの二種類があった。 

まず、自由回答式で心理学が役に立ったまたは立たなかったと考える理由を自由に記述してもらって

いた。それぞれについて、研究者 3 名で話し合ったコード表（表 5 および表 6）に基づき分類した。具

体的には、まず二人で独立にコードし（この段階での一致率85.63％）、意見が異なったケースについて

は第3のコーダーの意見を参考に協議の上最終的なコードを決定した。 

まず、心理学が役に立った理由について職種ごとにまとめた（表5）。全体としては、対人関係で役に

立ったという意見が多く、論理的な思考や客観的な思考や多面的な考え方ができるようになったという

意見が次に多かった。また、他者や自己を理解する手助けになったという意見も多かった。さらに、職

場での部下の育成・学校や家庭での子どもの育児の中で役立っているという意見も見られた。 

職種ごとに見ると、事務職や営業職は仕事で多くの人と接するためか仕事上での人間関係の維持や形

役に立って
いる

やや役に
立っている

あまり役に立っ
ていない

役に立って
いない

度数 85 133 80 14
( % ) (27.20) (42.60) (25.60) (4.50)
度数 44 70 34 8
( % ) (28.20) (44.90) (21.80) (5.10)
度数 41 63 46 6
( % ) (26.30) (40.40) (29.50) (3.80)
度数 17 45 32 2
( % ) (17.71) (46.88) (33.33) (2.08)
度数 6 16 6 1
( % ) (20.69) (55.17) (20.69) (3.45)
度数 12 30 10 6
( % ) (20.69) (51.72) (17.24) (10.34)
度数 12 11 3 2
( % ) (42.86) (39.29) (10.71) (7.14)
度数 12 3 1 1
( % ) (70.59) (17.65) (5.88) (5.88)
度数 15 27 28 2
( % ) (20.83) (37.50) (38.89) (2.78)
度数 11 1 0 0
( % ) (91.67) (8.33) (0.00) (0.00)

表３　学生時代に心理学を学んだことが今の生活や仕事に役に立っていると思
う程度

心理職

無職

女性

男性

全体

教育福祉医
療職

サービス職

技術職

営業職

事務職

表3 学生時代に心理学を学んだことが今の生活や仕事に役にたっていると思う程度 
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成に役に立ったという意見が多かった。一方、多くの人には接しない技術職では論理的分析的思考がで

きるようになったという意見が多かった。無職の者では、日常の対人関係や、自己理解や教育面で役立

っているという意見が挙げられていた。この、「自己理解」とは、「自分の今の精神状態を冷静に分析し

て、落ち着けるようになった」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。 

 

表4 職種ごとの心理学が役に立つと考える理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぎに、心理学が役に立たなかった理由についても同様に職種ごとにまとめた（表 6）。「使う機会が

ない」が最も多く、「実生活では役に立たない」がつぎに多く挙げられていた。 

「実生活では役に立たない」とは、学問と実生活は違う、一般の生活とはかけ離れているからなど、

大学で学んだ心理学が実生活とは異なる内容であるという指摘を指す。また、「使う機会がない」とは、

心理学を活かす場が現在の生活にはないことをいう指摘であり、その中には「生理心理学を学んだため、

活かす場がない」「専業主婦をしているので、活かす場がない」などが含まれる。「自分の不熱心」とは、

学生時代にあまり真剣に心理学を学ばなかったために活かせていないという内容である。たとえば、「自

分の不勉強」「」などがあげられた。「学んだ内容を忘れた」では、「昔過ぎて覚えていない」「思い出さ

ない」があげられた。なお、非該当には、「役に立たない」「やや役に立たない」と答えたものの、この

事務職 営業職 技術職 サービス 無職
教育福祉
医療職

2 0 0 1 0 0 1

(0.00) (0.00) (2.38) (0.00) (0.00) (9.09)

31 10 5 6 4 2 1

(16.39) (22.73) (14.29) (17.39) (4.76) (9.09)

33 14 6 7 2 1 0

(22.95) (27.27) (16.67) (8.70) (2.38) (0.00)

33 10 1 7 5 9 1

(16.39) (4.55) (16.67) (21.74) (21.43) (9.09)

20 3 1 4 0 9 0

(4.92) (4.55) (9.52) (0.00) (21.43) (0.00)

19 3 1 3 2 10 0

(4.92) (4.55) (7.14) (8.70) (23.81) (0.00)

35 13 4 8 4 5 0

(21.31) (18.18) (19.05) (17.39) (11.90) (0.00)

25 4 1 1 4 2 8

(6.56) (4.55) (2.38) (17.39) (4.76) (72.73)

18 4 3 5 2 4 0

(6.56) (13.64) (11.90) (8.70) (9.52) (0.00)

合計 216 61 22 42 23 42 11

非該当

合計カテゴリー
職　種

その他

仕事

分析的論理的思考

自己理解

教育・指導

対人関係（日常）

対人関係（仕事）

他者理解
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問いに対して「なし」「わからない」と答えた者も含む。 

 

表5 職種ごとの心理学が役に立たないと考える理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぎに、選択式の質問 18 項目について因子分析を行った。その結果、プロマックス回転での因子間

相関は高かった（r = .77）ものの、固有値の減衰状況と解釈可能性より2因子構造が適切であると判断

した。 

第一因子は「さり気ない気遣いができるようになった」「相手の性格や行動パターンがわかるように

なった」「いやな相手ともうまく付き合えるようになった」等と関連が深かったため、「対人スキル」因

子と名付けた。第二因子は「客観的に物事をとらえることができるようになった」「物事を多角的に捉え

るようになった」等と関連が深かったため、「論理思考力」因子と名付けた（表 7）。そして、各因子と

関係の深い項目の平均値を以降の分析に用いた（注１）。 

 

事務職 営業職 技術職 サービス 無職

3 1 0 2 0 0

(3.13) (0.00) (12.50) (0.00) (0.00)

22 7 4 3 0 6

(21.88) (57.14) (18.75) (0.00) (20.69)

41 16 1 7 1 16

(50.00) (14.29) (43.75) (25.00) (55.17)

4 0 1 2 0 1

(0.00) (14.29) (12.50) (0.00) (3.45)

7 4 0 0 1 2

(12.50) (0.00) (0.00) (25.00) (6.90)

9 3 1 1 1 3

(9.38) (14.29) (6.25) (25.00) (10.34)

4 1 0 1 1 1

(3.13) (0.00) (6.25) (25.00) (3.45)
合計 90 32 7 16 4 29

非該当

その他

学んだ内容を忘れた

自分の不熱心

時代遅れの内容

使う機会がない

実生活では役に立たない

職　種
合計カテゴリー
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職種ごとにこの項目平均点および標準偏差をまとめたものが表8である。全体的に、対人スキル向上

について、論理批判思考向上よりも心理学が有益であると判断されていた。 

職種・性別を要因とし、項目平均点を従属変数とする、被験者間計画の2要因分散分析を行った。そ

の結果、対人スキル因子において職種の主効果が有意であった（F (5, 288) =2.500, p < .05）。Tukey法

対人スキル 論理思考力

Q4S1 人の考えていることが読めるようになった .981 -.145

Q4S3 相手の性格がわかるようになった .979 -.129

Q4S4 次に相手がどう行動するかがわかるようになった .938 -.089

Q4S10 人の心のケアができるようになった .790 .096

Q4S7 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 .783 .098

Q4S16 さりげない気遣いができるようになった .705 .186

Q4S5 いやな相手とも上手く付き合えるようになった .647 .170

Q4S15 自分の心の状態を把握し、モチベーションを保てるようになった .561 .299

Q4S8 人にだまされにくくなった .545 .249

Q4S13 ストレスをうまくコントロールできるようになった .487 .328

Q4S9 つまらないことでもやりつづける忍耐力がついた .474 .330

Q4S14 自分自身を深く知ることができた .449 .389

Q4S11 冷静に出来事の裏まで考えることができるようになった .353 .547

Q4S12 深くものを考えるようになった .136 .724

Q4S18 物事を多角的に捉えるようになった .052 .823

Q4S2 論理的に物事を考えることができるようになった -.016 .854

Q4S17 客観的に物事をとらえることができるようになった -.039 .904

Q4S6 グラフや統計処理を読めるようになった -.103 .695

注．因子関相関r = .773

表6　心理学を学ぶとできることについての因子分析結果
（主因子法プロマックス回転）

因子

表7　職種ごとの記述統計量

職種

平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)

事務職 4.08 ab (1.41) 3.62 (1.30)

営業職 3.74 ab (1.39) 3.34 (1.30)

技術職 4.07 ab (1.29) 3.53 (1.30)

サービス職 3.31 b (1.52) 3.02 (1.42)

無職
（含専業主婦）

4.34 a (1.32) 3.86 (1.41)

教育福祉医療職 4.47 a (1.25) 3.52 (1.33)

心理職 3.45 (1.45) 2.74 (0.96)

注．英添え字が同じ群の間には、Tukeyの下位検定において有意差
が見られなかった（有意水準5%）。

論理思考力対人スキル

表7 職種ごとの記述統計量 

表6 心理学を学ぶとできるごとについての因子分析結果 

（主因子法ブロマックス回転）
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の多重比較を行った結果、無職の回答者および教育福祉医療職の回答者は、サービス職の回答者よりも、

心理学を学ぶことによって対人スキル向上に効果があったとより多く回答していたという有意差が見ら

れた。また、性別の主効果も有意であった（F (1, 288) = 4.774, p < .05）。これは、女性の方が男性より

も有意に心理学を学んだ結果対人スキルが上がったと考えていることを示す。交互作用効果は有意では

なかった（F (5, 288) = 1.499, n.s.）。 

一方、論理批判思考因子においては、職種および性別の主効果も交互作用効果も有意ではなかったF (5, 

288) =1.695, n.s. : F (1, 288) < 1, n.s.: F (1, 288) = 1.536, n.s.）。 

 

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数少ない。 

本研究では、心理学を専門的に学んだ者の 70％が役に立っていると回答しているという結果を得た。

この数字は、心理学が役に立った状況を3分の2が具体的に書いてくれた前回調査と一致している。ま

た、役に立つと考えた理由としては、対人関係で役に立ったから、論理的な思考や客観的な思考や多面

的な考え方ができるようになったからという意見が多く挙げられた。また、他者や自己を理解する手助

けになったという意見や、職場での部下の育成・学校や家庭での子どもの育児の中で役立っているとい

う意見も見られた。この結果は、心理学という学問が生活の中で役立てられていると現在の心理学教育

が一定の評価を得ていることを示すと言えよう。心理学を学修中の大学生のデータでは、入学当時は対

人関係改善やカウンセリング能力向上などへの期待が高いがその後低減していく傾向が見られた（岩﨑

ら、2012）。大学生対象のデータでは、学生の間は同世代という限られた世界の中で生活しているため

に、それほどスキルが必要ないのかもしれない。しかし社会に出ると職場や子育てなど多様な人々とコ

ミュニケ―ションをする機会があり、 苦手な人とも折り合いをつける必要がある。それら の機会を通

して、再度心理学のコミュニケーションや分析力を認識（実感）するに至ったのではないだろうか。全

体として、より様々な複雑な体験をしているであろう社会人がこのように心理学を評価していることは、

心理学の有用性をより明確に示すと考えられる。 

一方、3 分の 1 は大学で学んだ心理学が役に立っていないと感じていた。ただし、その理由を検討し

たところ、当人に責任があるという記述が目立った。ただし、現実とは遊離している、専門的すぎ役に

立てにくいなど、大学で教えている心理学や心理学という学問そのものへの批判・懐疑も出されており、

今後心理学教育において念頭に置く必要があるように感じる。 

なお、本研究には対照群（すなわち、心理学を学修したことがない社会人）が設定されていないが、

選択法及び自由記述法を用いた前回調査において、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たことで説明がつくで

あろう。 
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本研究は、どの大学のどの学科で心理学を学んだかが特定されていないためカリキュラムとの因果関

係がわからないという問題がある。近年大学の授業も実践的なものが増えているため、新しい実践的な

カリキュラムで学んだ場合にどのように社会生活で役立てられるか、カリキュラムと対応付けた検討が

必要になろう。また、本研究はインターネットを利用した自己申告式の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。 

 

注 

(1) 因子関相関が高いため、因子得点を用いたほうが統計的には厳密であろう。しかし、ほぼ結果が変

わらなかったことと、因子得点を用いると絶対値がわかりにくくなることから、今回は平均値を用い

た分析結果を報告した。 
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