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対応できる人材の育成

心理学研究科
GRADUATE SCHOOL OF

教育臨床、教育相談

心理学研究科の教育 ･ 研究の目的は、
「こころを探り、人を支える」と

PSYCHOLOGY

小野 昌彦 教授＊

いう教育理念のもと、心理学を基礎として社会のさまざまな場面で活躍で
きる高度な能力をもつ人材を育成することです。本教育発達学専攻で
は、いじめ・不登校の増加、特別な支援を必要とする子どもの増加、子ど
もの貧困や虐待、学習のつまずきや学習意欲の減退といった複雑化す

教育発達学
専攻

修士

障害児・者心理学
修士
博後

海津 亜希子 教授＊

修士課程の研究指導

博士後期課程の研究指導

博後

幼児教育・演劇教育

障害児医学、発達小児科学
修士
博後

小林 潤一郎 教授＊

修士

小林 由利子 教授＊

修士
博後

児童・生徒の予防・開発的援助及び

通常の学級に在籍する子どもの学習

知的障害児、発達障害児支援におけ

「遊び／ドラマ／演劇連続体」と児童

問題解決支援（不登校等）に関する

る医療と教育の連携、自閉症スペクト

文化財の視点から「遊び」を考え、保

行動論的包括的アプローチの構築に

のつまずきの早期把握・早期支援、学
習障害（LD）等のある子どものアセス

ラム障害児の心の健康に関する研究

育者養成と保育教材に関する研究

ついての研究指導

メントと科学的根拠に基づいた指導・

指導

指導

支援に関する研究指導

る現代的課題に対応することのできる人材の育成を目指します。具体的
には次の四つの力の育成を目指します。一つ目は子どもを取り巻く現代
的な諸課題を多面的な視点から分析 ･ 理解する力、二つ目は子どもの
発達に関する課題の解決に向けたアセスメントや相談ができる力、三つ

中村 敦雄 教授

目は個々の子どもの学習等の課題に関して、発達を踏まえた適切な指

MAJOR OF EDUCATION AND

教育発達学専攻主任

導 ･ 支援ができる力、四つ目は子どもを取り巻く人的 ･ 物理的環境をデザインし、
それを実行・実現

CHILD DEVELOPMENT

できる力です。そのために、子どもの心の発達と教育に関して、理論と実践に基づき総合的に探求し、
さらに、心理学、教育学、障害科学の総合的な専門知識をもとに、子ども、保護者、教師、教育環

修士課程

＊研究指導教員

心理学研究科

子どもが抱えるさまざまな現代的課題に

境にアプローチできる高度な支援力を養えるような教育課程にしています。また、教育発達学専攻

博士前期課程

数学教育学

比較・国際教育学

渋谷 恵 教授＊

修士
博後

辻 宏子 教授＊

国語科教育学
修士

※心理学専攻博士後期課程に進学可能

人材養成上の目的・教育目標
l修士課程
幅広い心理学的素養を基盤とし、教育発達学の専門的知識・技能を生かして研究職を目指すために必要
な研究能力をもつ人材、および多様な支援の場で活躍できる高度専門職業人の養成を目的とする。

修士

修士

松嵜 洋子 教授＊

博後

博後

グローバル化が進む社会における教
育と学習の課題、特に共生教育、持
続可能な開発のための教育に関する
研究指導

子どもの数や図形に関する認知や論
理的な思考の発達の様相を踏まえた
算数・数学の教授と学習、カリキュラ
ム開発についての研究指導

国語の授業や学校生活のなかでの「こ
とば」の働きに関わった、発達を踏ま
えた言語基礎理論や認知心理学等の
原論から、授業場面や交流場面での
実際までを包括した研究指導

乳幼児期における遊びと学びの発達
過程に関する研究。保育・幼児教育
実践と保育環境との関連に関する研
究指導

発達心理学・保育心理学

音楽教育学

教育心理学

教育経営学

は修士課程のみですが、心理学専攻博士後期課程（教育発達学分野）に繋がっています。

博士後期課程

中村 敦雄 教授＊

幼児教育学・保育学・発達心理学

松永 あけみ 教授＊

修士
博後

水戸 博道 教授＊

修士
博後

垣花 真一郎 准教授＊

修士

鞍馬 裕美 准教授＊

乳幼児期の対人関係、コミュニケー
ションなど社会性の発達とそれを支え
る保育についての研究指導

音楽行動のさまざまな特徴と、それに
基づいた音楽教育の方法についての
研究指導

子どもの学習・発達に関する研究、特
に言語発達、科学的概念の理解、学
習意欲といった分野の研究指導

社会科教育学

教育工学・教育方法論

美術科教育学

修士

教師による創造的な実践の展開と子
どもの発達を支える教育の制度・行
政・経営に関する研究指導

オリジナルサイト
http://psy.meijigakuin.
ac.jp/grad/

佐藤 公 准教授＊

修士

子どもを取り巻く生活と社会の実態と
変容を踏まえた、現代的教育課題にも
とづく社会科授業実践の創造及び指
導方法に関する研究指導

根本 淳子 准教授＊

修士

工学的アプローチを用いた授業・学
習環境のデザインや支援方法につい
ての研究指導

手塚 千尋 准教授
美術や表現を通した学びのための学
習環境デザイン及び題材開発、教育
と福祉をつなぐ美術教育実践のあり
方に関する研究指導

http://psy.meijigakuin.ac.jp/grad/

http://gyoseki.meiji

6415308

教員の学位・業績

インタビュー

̲ 案内 ̲ 心理学･教育発達学専攻

子どもたちのための豊かな音楽体験提供は
演奏の技術を磨くだけが道ではない
私は幼少よりピアノとチェロの演奏に打ち込んできました。縁あって、小学生の頃から福祉施設
や病院で演奏する機会を持つようになり、多くの子どもたちや演奏家たち、演奏会を運営する方々と
出会いました。そこで得た貴重な体験は、音楽をツールとした教育学や心理学、障害科学に対す
る私の関心を大きく引き立てました。子どもたちに豊かな音楽体験を提供するための知識をより深め

中村 友美
教育発達学専攻 修士課程 2 年

ピックアップ

取得できる
資格・免許状
l臨床発達心理士の受験資格
l
幼稚園教諭、小学校教諭、
特別支援学校教諭の専修
免許状

8431498̲

臨床発達心理士
について

専修免許状
について

心理学部付属研究所
心理学部付属研究所は、心理学の
学 術 的 発 展と心 理 的 諸 問 題の解 決に

臨床発達心理士とは、
どのような人

専修免許状とは、教育職員

もその生涯発達に応じて支援ニーズ

免許法（昭和 24 年法律第 147

貢献することを目的に設置されました。
この

があると捉え、
インクルーシブな視点か

号 ）第 4 条に定める教 員の普

目的を達成するために、
「調査・研究部

ら、発達の観点に立つアセスメントと

通免許状の一つです。本専攻

門」と「相談・研究部門（心理臨床セン

支援技術を有する専門家を意味しま

では、幼稚園、小学校、および

ター）」の二つの部門が設けられています。

ていきたいと思った私にとって、多様な専門分野の知識を学ぶ明治学院大学大学院は最適であっ

す。子育て支援、特別支援教育、い

特別支援学校教諭の一種免

「調査・研究部門」では、地域社会に向

たと思います。私が取り組んだ研究テーマは、
「学校の音楽アウトリーチにおけるコーディネーション

じめ、就労支援、高齢者支援等の諸

許状を取得している場合に、修

けた公開セミナーを開催したり、研究プロ

問題に対して支援を行っています。本

士号等の基礎資格を得るととも

ジェクトを企画推進しています。
「相談・

専攻では、臨床発達心理士の受験

に、免許状取得に関連する科目

研究部門（心理臨床センター）」では、

資格を得るために必要な指定科目、

を修得することで、対応する専修

心理・教育・心身障害等に関する相談支

および実習が用意されています＊。

免許状をそれぞれ取得できます＊。

援を行っています。また、
このセンターで、

＊ 本専攻では公認心理師は取得できません。

＊ 複数校種の専修免許状の取得を希
望される方は、ご相談ください。

の課題−演奏家、教員、コーディネーターの意識調査を通して」です。学校外の人材が、
それぞれ
の魅力を活かしながら恊働し、児童に音楽を届けるまでの課題、
またその解決策など、アンケートを
中心にデータ収集、研究を行いました。この研究や臨床発達心理士の資格取得のための学びは、
音楽教育プログラムや演奏会企画運営における人々との関わりにおいて、私に大変重要な示唆を
与えてくれました。
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研究者情報

心理学部生、心理学研究科大学院生
の臨床実習も行われています。

※各授業の詳細はホームページのシラバスをご覧ください。
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