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大学院進学から心理専門職、一般企業まで。
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主な就職先（2015年度実績）卒 業 生

メ

【今も大切にする、私のモットー】

チーム医療の一員として専門性を発揮
「すべては患者さまのために」。勤務先の病院

では、この理念のもと、子どもからお年寄り

まで一貫した精神医療を提供しています。臨

床心理士の仕事は、カウンセリング、心理検

査、リハビリテーション。チーム医療の中で

専門性を発揮することが求められます。在学

中に学んだ「ひとつではない心のとらえ方」

は、「病気の人」の健康な部分・変わろうとす

る意志など、幅広い視点から患者さまを理解

し、支援を考える姿勢につながっています。

池田 裕樹 さん （2008年卒）
勤務先：総合病院 国保旭中央病院（常勤）

大学院進学 ＞＞ 総合病院（常勤心理職）

【今も大切にする、私のモットー】

一歩も引かず、本気で向き合う
さまざまな傷を抱える子どもたちがいる児童

相談所一時保護所の心理士として、心のケア

や適切な支援をするための行動観察、他職種

との連携を行っています。在学中は、心理の

専門的知識はもちろんですが、心理士として

働いていく上での覚悟や責任の大切さも学び

ました。人の心を扱うということは、自分と

も本気で向き合うということ。覚悟や責任を

持ち、子どもたちの気持ちに寄り添うことの

できる心理士でありたいと思っています。

小林 茉由 さん （2013年卒）
勤務先：さいたま市児童相談所

【今も大切にする、私のモットー】

常に向上心を持って行動すること
グランドスタッフとして、主に、ご搭乗手続

きや手荷物をお預かりするカウンター業務、

搭乗口でお客さまを機内へご案内するトラ

フィック業務を担当しています。飛行機一便

一便を安全に運航させるため、客室乗務員や

整備士など、たくさんの仲間とチームワーク

をとって働くことも、この仕事の魅力のひと

つです。在学中に学んだ相手の立場になって

考える姿勢は、常にお客さま目線でいること

が大切な現在の業務に活かされています。

稲葉 南 さん （2015年卒）
勤務先：株式会社JALスカイ

大学院進学 ＞＞ 児童相談所

空港旅客サービス（グランドスタッフ）

【今も大切にする、私のモットー】

思いやりの心で、安心を与える人間に
主な業務は、受付や電話応対、事務作業です。

病院の顔となる受付業務では、責任感、緊張

感を持ち、敬語や立ち居振る舞いに気をつけ

ながら、常に思いやりを持った対応を心がけ

ています。在学中は、クライアントの考えを

理解することや、否定的な考えを前向きに変

えることが大切だと学びました。その教えは、

不安な気持ちで来院した患者さまの気持ちを

少しでも安心に変えてあげるような対応に活

かされていると思います。

原 菜摘 さん （2015年卒）
勤務先：IMSグループ 春日部中央総合病院

【今も大切にする、私のモットー】

I am OK, You are OK.
小学校の教員となり、5年目。担任としての喜

びは、子どもたちの「わかった」「できた」瞬間

に立ち会えることです。在学中は、人と人と

の関わりのなかで生まれる楽しさや難しさ、

そして環境が与える影響などを学びました。

子どもがSOSを出したとき、まずは周りの大

人の関係づくりが重要であり、良い方向へ導

きたいという願いを共有することが大切です。

その学びを活かし、専門の先生や保護者と密

に連携しながら日々の指導にあたっています。

澤井 彩乃 さん （2011年卒）
勤務先：埼玉県内小学校

【今も大切にする、私のモットー】

先入観を持たず、真摯に向き合う
埼玉県警察少年サポートセンターでは、臨床

心理士資格を持った専門員が、少年自身や保

護者からの相談に応じています。相談内容は

多岐にわたり、心理教育やアドバイスを行う

ほか、心理的ケアも行っています。在学中は、

特定の領域に偏ることなく幅広い知見を修

得。また、先生方や友人との議論を通じて、自

分で考える力を養った経験は、現在、多角的

に考え、一人ひとりに合わせた方法で問題解

決を図る姿勢につながっていると思います。

鈴木 真実 さん  （2011年卒）
勤務先：埼玉県警察少年サポートセンター

医療・福祉 教員（小学校教諭）

大学院進学 ＞＞ 公務員（警察）

ッ セ ー ジ

「心の問題に、専門家として取り組みたい」
そんな環境を求めるなら、文教臨床。

臨床心理学科
文教大学 人間科学部

「臨床心理士」を目指すなら、文教大学へ

教員紹介

＞＞ 実力派教員１3名からのメッセージ

卒業生メッセージ

＞＞ 大学院進学から心理専門職、一般企業まで。
　 卒業生の多様なキャリア

在学生メッセージ

＞＞ 学生が語る「わたしが臨床心理学科を選んだ理由」
＞＞ 臨床心理学科の日常

実験・実習・演習科目を豊富に設定

＞＞ 臨床心理学科の授業紹介
＞＞ 充実の施設・設備。専用ルームを紹介！

INDEX

※本誌に掲載されている内容は2015年度のものです。
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CLOSE UP

豊富な実験・実習・演習科目を設置
主体的な学びを支える、充実の体験型学習空間
越谷キャンパス12号館には実験・実習・演習室を完備。生体反応の測定装置を使った実験や心理検査、箱庭療法、検査法、面接法など、
さまざまな実習に取り組みながら、専門家としての高度な実践力を磨くことができます。

充実の施設設備。臨床心理学科の専用ルームは、なんと11室！その一部をご紹介します。

神経心理査定実験室
心・行動の異常と脳の障害の関係を学ぶ実験室。視聴覚刺激時の脳波や眼の動きを記録で
きるだけではなく、心理検査も学べます。

箱庭実習室
さまざまなミニュチュアを使って砂箱の中
に世界を作り上げる箱庭療法の実習室です。

リスニング実習室
大人数で同時に先生の指示を受けながら
傾聴訓練を行うことができます。

動作的アプローチの臨床効果を行動動作
解析装置によって解明する実験室です。

臨床認知心理学実験室行動動作解析実習室
映像や音楽などの刺激に対する人びとの
反応や評価を調べる実験室です。

試行カウンセリング実習室
児童相談所や医療機関にあるカウンセリ
ングルームを再現した実習室です。

企業や組織で働く人びとを支援する面接実
習を行います。

産業カウンセリング実習室

特色

2

「臨床心理士資格」取得に強い！
日本でもトップクラスの臨床心理士養成学科
臨床心理学科では、4年間の学びの結晶である卒業研究を提出することが必須
です。そして将来、臨床心理士になりたいと望む人は、大学院へ進学します。
希望者数は年変動がありますが、2014年度は26名、2015年度は17名が進学
しました（過去5年間で90名）。本学科では臨床心理学専攻の大学院生による
「英語で心理学を学ぶ会」など、大学院試験対策の勉強会も行われています。
本学大学院の臨床心理士資格の合格率は毎年95％を達成しています。

地域のみなさまの心理的
な悩みや問題について臨
床心理学の立場から相談・
援助を行う大学院付属の
相談所です。大学院生は、
トレーニングとして子ど
もから成人までのケース
を担当し、カウンセリング
を行います。

特色

1

Key Feature

臨床心理学科の特色

大学院進学大学院進学

臨床心理学科
2014年度
就職・進学実績

22%22%

一般企業
31%医療福祉系

13%

その他 21％ 
教員３％

大学・
専門学校
３％ 

公務員
7％ 

2015年度 大学院進学実績
文教大学 人間科学研究科付属　臨床相談研究所

文教大学大学院臨床心理学専攻（11名）／山梨英

和大学大学院人間文化研究科臨床心理学専攻／

東北福祉大学大学院福祉心理学専攻臨床心理学

分野／昭和女子大学大学院心理学専攻臨床心理

学講座／目白大学大学院心理学研究科臨床心理

学専攻／駿河台大学大学院心理学研究科臨床心

理専攻／北翔大学大学院人間福祉学研究科臨床

心理学専攻
▲入口

▲面接室

▲プレイルーム

210210207
折りトンボ 折りトンボ
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