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教育の目的について

•社会で必要とされる，「組織成員として組織
の健康な発展に貢献するモチベーション」，
「他者を理解し円滑な対人関係を志向する
モチベーション」，「広い関心と学びへのモ
チベーション」を学び，理解することにより，
自己を含め，所属する集団や組織，地域・
社会とその成員に対して影響力を与え，活
性化を促すことができる人材を養成する。



卒業・学位授与方針について
（1）個人をみつめる力を身につけること。

客観的な視点で人間行動を理解し分析することができ，モチベー
ションやリーダーシップに関する専門的知識を備え，所属する集団
や組織，社会における成員の活動を促進する力を修得している。

（2）他者と関わる力を身につけること。

他者を肯定的に理解することができ，他者と円滑な人間関係を構
築できる高いコミュニケーション能力と対人関係スキルを身につけ，
他者と社会とより健全な関わりをもつ力を修得している。

（3）組織を動かす力を身につけること。

集団・組織の中で自分の立場を理解し，組織行動に関する基礎的
知識を備え，組織活性化や人材の育成に取り組む力を修得してい
る。



カリキュラムの編成方針について
（1）一般教養科目では，社会・文化・自然に対する視点や考え方
を育てることを目的とする教養科目，憲法，体育，情報，語学を
学び，英語においては習熟度に基づいたクラス編成を行い，学
生自身の理解度と学習進度にあった授業を行う。

（2）専門教育科目は，心理・コミュニケーション，経営，教育の科
目群を必修とする。このうち，学びの基盤となるのは心理・コミュ
ニケーション科目群であり，この科目群に置かれた科目を学ぶ中
で，モチベーション行動科学の基礎となる研究マインドやデータ
分析に関する知識と技能，コミュニケーション・スキルを身につけ，
さらに経営科目群，教育科目群に置かれた科目を学ぶことで，
各科目群が複合的に結びつき，広い視野での学びを可能とする。



カリキュラムの編成方針について
（3）キャリア科目では，学内外で社会に触れる機会を設け，知
識・技能を実践に活かす力を身につけることを目的に，早い時期
からのキャリア教育に取り組む。

（4）プロジェクト（課程外活動）を通して，個人を見つめ，他者と関
わり，組織を動かす自立した人間性や心の豊かさの充実を図る。

（5）幅広い教養及びキャリア教育及び専門科目を1年次から同時
に履修するとともに，通学課程の演習科目では，1年次から卒業
時まで学生一人一人の学修を促進するために，基礎演習（1年
～2年次），専門演習（3年次），卒業研究（4年次）を必修とする。
また，単位には含まれないが，学生は複数の専門演習やゼミに
参加することも認められ（「ダブル・ゼミ」），複合的な視点から学
修を進める。



授業や履修について

エンロールメント・マネジメント局

教育課長 萩元 智子



コロナ禍における授業方針

■文部科学省の方針に基づき実施

学生の学修機会の確保と感染対策の徹底の両立を図る

対面と遠隔のハイブリッド

学部専攻、学年によって異なるが、対面７割、遠隔３割程度

■時間割

1限 8:50～10:30 ー 5限 16:50～18:30（6限 18:40～20:20）

100分14週

■新型コロナウィルス感染症対策

マスク着用、消毒液各所配置、教室収容人数調整、座席指定等



履修および履修登録
•指定された期限内に、システム（CoLS）で登録

例年 4月上旬 春学期の履修登録期間

9月上旬 秋学期の履修登録期間

・大学では、学生自身の学びに対する意思表示＝履修登録

学生ごとに履修計画を立て、選択

※未登録であっても、授業料は発生。

・履修計画のアドバイスはCAや担任／教員が担当

指定された方法や期日で、学生自ら相談が可能

単位を落とすと、4年間での卒業が厳しくなる可能性も発生



単位認定

•授業回数の3分の2以上を出席（全14回出席するのが前提）

※出席だけすればよいということではない

※科目によっては1回欠席で単位修得不可

・GPA制度の活用

GPA値が低い場合、奨学金が廃止されることもある

各期のGPA値が1.5を下回った場合、学生本人、担任／ゼミ教員、

担当CA、保護者同席など、面談を行う場合があります

・各種要件に注意

進級要件、卒業要件、資格・免許取得要件



就職支援について

エンロールメント・マネジメント局

CA：逸見亜耶



キャリアサポート
～計画的な就職活動のための～

キャリアガイダンス
～現役人事担当者からアドバイスをもらえる～

就職模擬面接会

～就活塾でもっと鍛える～

未来大就活アカデミー

～顔と顔を合わせて自分に合う会社を探す～

学内合同企業研究会

～社会人や就職情報に触れる～

キャリアカフェ
～事前準備から振り返りまでしっかり～

インターンシップ



卒業生の主な就職/進学先
サービス メーカー・小売

大学院
立正大学大学院
目白大学大学院
川村学園女子大学大学院
文京学院大学大学院

施設
慶福育児会 麻布乳児院
友興会 クリスマスヴィレッジ（児童養護施設）
台東区社会福祉事業団（児童館）

金融 その他業界
製造業、医療
人材サービス業、教育
情報通信業、鉄道、など多数



４年間続く手厚いサポートが魅力です。

開学以来、就職内定率 90％以上のサポート力。

2020年度 卒業生就職内定率

100%
※2021年5月時点

モチベーション行動科学部

100%心理専攻



資格・免許取得にあたっての
注意点

保育・教職センター長：横畑泰希



教職課程の理念

本学の掲げる教育理念「技能と心の調和」
と教育目的「高度な専門的知識・技能，人間
性豊かな心，高い意欲を持ち続け，自ら考
え，自ら行動することで，社会に貢献できる
人材を養成する」を基軸に，確かな教育技
術を獲得し，併せて子どもの心を深く理解し，
「こころ」に働きかけることのできる教員養成
を目的とする。



取得できる資格・免許について

保育士資格

幼稚園教諭一種免許状

小学校教諭一種免許状

（こども心理学部こども心理学科こども保育・教育専攻）

中学校教諭一種免許状（社会）

高等学校教諭一種免許状（公民）

（モチベーション行動科学部モチベーション行動科学科）



資格・免許取得にあたっての注意点

✓指定科目の単位習得

✓学外実習の修了

•要件科目の単位取得

•ガイダンスへの出席

•実習指導（事前・事後）への出席

•その他



公認心理師資格について

心理臨床センター長：藤本昌樹



公認心理師について
◼ 2017年9月に施行された公認心理師法を根拠とする、
日本初の心理職国家資格。

◼ 公認心理師が行う心理的行為

1. 心理に関する支援を要する者の

心理状態の観察・分析

2. 心理に関する支援を要する者との

心理相談による助言・指導

3. 心理に関する支援を要する者の関係者との

心理相談による助言・指導

4. 心の健康の知識普及のための教育・情報提供



20

2018年度以降入学生
公認心理師養成カリキュラムの

必要科目を修得

2017年度以前入学生
特例措置の

読み替え科目を修得

区分A・区分B 区分E・区分F

大学院で所定の科目を修得
または

養成プログラムを備えた施設で実務

国家試験受験

本学では
心理専攻・モチベーション行動科学部で対応

公認心理師の取得方法について



大学における
公認心理師となるために必要な科目

1. 公認心理師の職責

2. 心理学概論

3. 臨床心理学概論

4. 心理学研究法

5. 心理学統計法

6. 心理学実験

7. 知覚・認知心理学

8. 学習・言語心理学

9. 感情・人格心理学

10.神経・生理心理学

11.社会・集団・家族心理学

12.発達心理学

13.障害者・障害児心理学

14.心理的アセスメント

15.心理学的支援法

16.健康・医療心理学

17.福祉心理学

18.教育・学校心理学

19.司法・犯罪心理学

20.産業・組織心理学

21.人体の構造と機能及び疾病

22.精神疾患とその治療

23.関係行政論

24.心理演習

25.心理実習（80時間以上）

公認心理師法施行規則第1条に定める科目



公認心理師カリキュラム履修上の注意点

◼本学心理専攻では全32科目、モチベーション行動科
学部では全30科目を修得する必要がある。

◼課程外履修や他学部聴講も必要となり、1年次から
計画的に必要科目を修得する必要がある。必ず配
当年次で修得すること。

◼学生便覧の128 （心理）、 137（モチベーション）ページ
をよく確認し、必要な科目を優先して履修する。



心理演習・実習の履修要件
◼ 3年次秋学期「心理演習」4年次「心理実習」は、履修するため
の審査や条件があり、
希望者全員が履修できるわけではない。

◼「心理演習」と「心理実習」の主な履修要件

※学生便覧をよく読むこと

①要件科目を修得

②要件科目のGPA2.5以上

③累積GPA順位が履修上限人数以内

④資質、生活態度など



心理演習・実習の履修要件

◼ 心理演習・心理実習の履修制限
◼ 履修上限人数 30名
◼ 心理専攻 20名
◼ モチベーション行動科学 10名

◼ 履修要件科目数
◼ 心理専攻 27科目
◼ モチベーション行動科学 24科目



心理演習と心理実習

◼ 「心理実習」は、合計80時間の5分野の現場での実習と
なる（事前・事後指導を含む）。

例：病院・クリニック、学校、児童自立支援施設、従業
員支援（EAP）における見学実習など

◼ 「心理演習」と「心理実習」にあたり、
従来の学費とは別に、実習関連の費用55,000円（実習
費、実習謝礼など）、交通費、健康診断の費用などが
必要。

◼ 「学生総合保障共済」（学費等納付金）納付が必要。



キャンパスアドバイザー制度

学生

クラス担任
(教員)

専門科目の
教員

キャンパス
アドバイザー
(職員)



キャンパスアドバイザー
の支援方針

エンロールメント・マネジメント局：

CA田中翔



キャンパスアドバイザー制度

履修相談

大学生活の悩み

就職活動サポート

大学生活の目標設定



学生の可能性を見つけ、最大化させる。


