
さまざまな心理学を学び、
科学的に“こころ” を理解し、
自分自身、そして人と社会の未来を拓く

心理学科
文教大学 人間科学部

ビジネスも健康も心理学でうまくいく

目的別に選べるコース制／特色ある専門科目の紹介

社会で幅広く役立つ心理学

心理学科の５つの特色
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1
２年次より興味や進路に合わせてビジネス心理学・心理学・健康心理
学コースに分かれます。他コース・他学科他学部（上限あり）の専門科
目も選択できるため、広範囲の心理学を学ぶことも、興味のある分野
を中心に選ぶこともできます。

目的に合わせて
他のコースの専門科目も履修できる
ゆるやかな3コース制

2
通常は経営学部や経済学部で学ぶビジネス心理学を心理学科内に設置。
販売や広告、営業など、あらゆるビジネスシーンで適用できる心理学
を学び、多彩な分野への就職を実現します。

ビジネス心理学コースの設置

3
体験を重視したカリキュラム編成により、人のこころを理解するため
に必要な理論や研究方法を修得。生活の質の向上や経済活動、ビジネ
ス社会にも活用できる心理学を幅広く学びます。

基礎心理学から応用・臨床心理学まで、
いろいろ学べる

4
心理学の専門科目に応じた実験室や演習室を備えています。それぞれ
の専門テーマを深く学ぶことができます。

施設設備の充実

5
歴史的な実験機器や史料を通じて、心理学の歴史に触れることができ
ます。心理学実験で明らかにされてきたことについて学び、３つの
コースそれぞれの心理学研究の源流を知ることができます。

歴史的心理学実験機器の保存

錯覚を体験的に学べる知覚心理学実験室

大学内に展示・保存されている歴史的心理学実験機器

広い空間で学べるビジネスコミュニケーション実習室

マジックミラーを通して集団行動を観察できる社会心理学実験室

最新の生理反応測定機器を備えた生理心理学実験室

店舗をリアルに再現した消費者行動実験室

心理学科の５つの特色



DATA

●取得可能な免許・資格
□社会福祉主事任用資格

□社会教育主事任用資格

□社会福祉士国家試験受験資格

□精神保健福祉士国家試験受験資格

□認定心理士申請資格

□社会調査士

□健康心理士申請資格

□図書館司書

□児童指導員任用資格

□国家資格「公認心理師」対応
（公認心理師となるために必要な科目を
受講できる人数には制限があります）

●主な就職先・進学先 （2015～2017年度） ●進路分野 （2017年度）
【卸・小売】トヨタ部品東京共販㈱／鍋林㈱／㈱タカラトミーマーケティング／フルサトグルー
プ／㈱外林／㈱東急ストア／㈱島忠　【サービス】SMBC融資事務サービス㈱／三美印
刷㈱／スターバックスコーヒージャパン㈱／㈱ヒト・コミュニケーションズ／㈱ニチイ学館／

建通エンジニアリング㈱　【情報通信・マスコミ】　㈱バンダイナムコエンターテインメント／
AGS㈱／富士ソフト㈱　【金融・保険】三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱／㈱
常陽銀行／埼玉県国民健康保険団体連合会／㈱千葉銀行／埼玉縣信用金庫／㈱栃木

銀行／住友生命保険（相）／日本年金機構／ほくさい農業（協）　【製造】㈱伊藤園／㈱寺岡
精工／㈱小森コーポレーション／ハラダ製茶㈱／イワツキ㈱／大阪シーリング印刷㈱／日立

金属㈱　【教育サービス】㈱臨海　【建設・不動産】旭化成ホームズ㈱／タマホーム㈱／
野村不動産パートナーズ㈱　【運搬・物流】東日本旅客鉄道㈱／日本郵便㈱／㈱ダイトー
コーポレーション／㈱JALスカイ　【公務員】保護観察官／埼玉県庁／福島県庁／東京特
別区職員／越谷市役所／川越市役所／春日部市役所／新座市役所／久喜市役所／宇

都宮市役所／鹿沼市役所／真岡市役所／警視庁／埼玉県警察／栃木県警察　【医療・
福祉】㈱トーカイ／上尾中央医科グループ 本部／（独）労働者健康安全機構／埼玉精神
神経センター／（医）IMSグループ（板橋中央総合病院グループ）／㈱ベネッセスタイルケア

【進学】文教大学大学院／桜美林大学大学院／上越教育大学大学院　【その他】西尾レ
ントオール㈱／（独）大学入試センター／㈱スタジオアリス　

　

9％  公務員

7％  その他

3％  進学

　

7％  医療・福祉

74% 企業

※2018年 3月 31日現在

5％  教育・サービス

4％  建設・不動産

3％  運輸・物流
11%
サービス

11%
情報通信・マスコミ

9%  金融・保険9%  製造

22%
卸・小売

ビジネス
に役立つ
学びのキーワード

売り手と買い手の行動

●売れる商品陳列とは？　
●インパクトある広告を知りたい！
●働くモチベーションを高めたい！

こんな場面で活かす！

広告・宣伝の効果
キャリアと心の関係
キャリア形成
組織運営
協働する力

いろいろ
学べる

健康
に役立つ
学びのキーワード

医療

●仕事のストレスを和らげるには？
●健康的な生活習慣を身につけるには？

こんな場面で活かす！

福祉
スポーツ領域の健康増進
ストレスと健康の関連　
健康教育指導
認知症高齢者や
家族への心理的サポート

いろいろ
学べる

いろいろ
学べる

コミュニケーション
に役立つ
学びのキーワード

カウンセリングスキル　

●高齢者の悩み相談に対応するカウンセラー
●子どものやる気を引き出す方法とは？
●お客さまの心をつかむトークをしたい！

こんな場面で活かす！

共感的理解
心の検査と測定
心の見え方・感じ方

いろいろ
学べる

社会生活のあらゆる場面で私たちの「こころ」が深く関わります。

心理学は、人間のこころのしくみと働きについて

科学的な視点や研究から解き明かす学問です。

文教大学の心理学科では、こころの基礎的な理解を基盤として

ビジネス・コミュニケーション・健康分野に関する課題を発見し、

解決できる力を養います。

文教大学 人間科学部 心理学科

こころの基本的な

仕組みを理解する
学びのキーワード

心のメカニズム
心と行動の関係

心理学実験
心と身体の関係

ビジネスも健康も
心理学で
うまくいく

●ブライダル関連企業　
●アパレル関連　
●コンサルタント
●人事評価業務、企画・広告業務　など

●ホテル関連
●観光産業
●マーケティング業務

ビジネスにおける人間のあり方や行動を、心理学の立場から専門的に学
びます。消費行動に関する売り手と買い手の心理、働くことを通して成
長する心のメカニズム、キャリア形成、ビジネスコミュニケーションな
ど、より良く働くための心理学を学びます。

企業就職を考えて本コースを選びました。この授業
では、企業に出向き、グループで役割分担をして社
会人インタビューを実施。その分析結果をポスター
にまとめ、発表しました。実際の若手サポート制度
の機能や仕事の話を直接聞けた貴重な体験でした。

こころを動かす商品やサービスのありかたを
心理学の視点から学ぶ

ビジネスに役立つ
ビジネス心理学コース

ピックアップ専門科目

ビジネス心理学実習

丸山 優　埼玉県 越谷北高等学校 出身

将来のイメージ

●顧客との
　カウンセリング業務　
●大学院進学
●研究・開発現場の支援職　など

●市役所の相談窓口
●大学の職員

心理学は人間社会のさまざまな領域に応用されています。その心理学と
いう学問を支える基本的な考え方や研究方法を学習します。実験の計画
や実施法、データ分析法などを専門的に学びながら、人間のこころを科
学的かつ客観的にとらえる眼を養います。

視覚や聴覚等からどのように情報を得ているのか、
という知覚のメカニズムを学びました。心理学を学
べば学ぶほど、普段の生活でも数多く応用されてい
ることに気づきます。日常の人づきあいや将来の仕
事で活用できる点が大きな魅力です。

幅広い人間社会への貢献を視野に
こころを客観的にとらえる手法を学ぶ

コミュニケーションに役立つ
心理学コース および 全コース共通

ピックアップ専門科目

知覚心理学

杉山 恭佳　茨城県 藤代高等学校 出身

将来のイメージ

●公務員（心理職）　
●医療系産業　
●福祉領域の職員
●病院の職員 　など

●健康系産業　
●医療領域の職員

心理学の観点から医療、福祉、スポーツ等の領域における健康の増進と
維持について学びます。ストレスと身体的疾患・心理的健康の関連、認
知症高齢者やその家族への心理的サポート、病院・職場・地域での教育
指導など、学びの切り口は多彩です。

医療機関での実習では、クライエントの心を支援す
る心理士という仕事の意義を実感しました。信頼関
係の形成方法や病室の温かな雰囲気づくり、各医療
従事者との連携など体験的な学びは、将来、医療や
福祉の現場で役立てたいと考えています。

医療や福祉、健やかな社会づくりのために
自分、そして他者のこころと向きあう学び

健康に役立つ
健康心理学コース

ピックアップ専門科目

健康心理カウンセリング実習

伊藤 天　千葉県 安房高等学校 出身

将来のイメージ

進路先
青山商事株式会社（販売職）

心理学科の授業はグループワークが多く、入学当初は苦手
だった人とのコミュニケーションも率先して行えるようにな
りました。ゼミ活動を通して「人とファッションが好き」とい
う自分の興味に気づき、軸をぶらさない就職活動に成功。内定
先の店舗でスーツを購入した際、対応してくださった販売員
の方の接客に魅力を感じて希望が固まりました。お客さまを
笑顔にできる販売員を目指しています。

自分を見つめ直す豊富な機会が
希望の就職に結びつきました

藤澤 志帆
長野県 文化学園長野高等学校 出身

オープンキャンパスで他学科の講義
も受講できるという話を聞き、広く
心理学を学べる環境に惹かれました

入学理由

ゼミ活動を通して、自分の興味の
中心が「人とファッション」にあ
ることを発見

気づき

志望のきっかけは、洋服の青山で
スーツ購入した際の販売員の方の
対応の素晴らしさ

内定

進路先
上尾中央医科グループ（医療事務）

健康心理系の授業を受けるなかで病院の仕事に興味を持つ
ようになり、3年次には医療事務の認定試験に挑戦。看護師
補助員のアルバイトも始め、高齢者や患者さんを支えられる
仕事への想いが一層強くなりました。授業で身につけた傾聴
の技法は、患者さんと接する機会の多い事務職で活かされる
と思います。ゆくゆくは患者さんのこころの悩みに対応でき
る立場になりたいと考えています。

患者さんに安心感を与えられるような
医療事務員を目指して

高橋 祐太
新潟県 長岡向陵高等学校 出身

充実した実験設備や就職サポー
ト、一人暮らしに適した周辺環境
が大きな魅力に

入学理由

病院の仕事に興味を持つように。
３年次に医科２級医療事務実務能
力認定試験に合格

気づき

経営理念に共感。人との関わりを
大切にしてきた姿勢を活かせる職
場であると感じました

内定

進路先

進路別に就職ガイダンスを実施。
時期に合った情報を提供してい
きます。

キャリア支援課の窓口は学年問わず
気軽に利用することができます。

わたしのサクセス・ストーリー

わたしのサクセス・ストーリー

わたしのサクセス・ストーリー

心理学科で学ぶのは、日常の対人関係から
多様なビジネスシーンまで応用できる実践的な心理学。
そのため、心理学科生の進路は幅広い分野に開かれています。

夢の進路を実現した

3人の先輩メッセージ

文教大学大学院 人間科学研究科 人間科学専攻

「教員」「企業」「公務員」「幼稚園・保育士」4つの進路で、きめ細かく支援

小学生の頃から心理学に興味を持ち、高校時代の恩師の薦め
で文教大学に入学。実際に心理学を学ぶうちに、これまでの
人生を新たな視点でとらえられるようになりました。大学院
進学を希望するにあたり、特にゼミの先生には進路相談か
ら受験に至るまで手厚くご指導いただきました。大学院で
は対人関係の心理的過程をさらに掘り下げ、将来は公務員
や相談所の心理職など専門性を活かして働きたいと考えて
います。

「もっと学びたい」
専門職を目指して大学院進学へ

キャリア支援について

岡安 那苗
埼玉県 星野高等学校 出身

心理学部出身の高校時代の恩師か
ら「文教大学の心理学はとても良
い」と薦められて

入学理由

今後の進路についてゼミの先生と
じっくり話し合い、大学院進学を
決めました

気づき

大学院進学に必要な手順や志願書
の書き方についても具体的にご指
導いただきました

大学院進学

文教大学では、低学年から学生の志望に合わせたきめ細かなキャリア支援プログラム
を展開。各種ガイダンスや講座、模擬試験、面接対策など、充実したサポートを行って
います。また、各学部や保護者とも密な連携を図っています。

1

現場体験や先輩からのアドバイスなど、身になるプログラム2

キャリア支援課が「最後の一人まで」、合格・内定を徹底的にサポート3



北越谷駅から徒歩約10分

※越谷キャンパスには駐車場スペースがありません。
　周辺地域にも民間駐車場がありませんので、必ず公共交通機関をご利用ください。
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心理学科 教員紹介

私たちと一緒に心理学の学びを深めましょう！

（写真左から）

増田 知尋
［担当科目］知覚心理学、心理学基礎実験

宮下 毅
［担当科目］法律学、生命倫理と法、ビジネスと法

田積 徹
［担当科目］学習心理学、心理学統計法

岡村 達也
［担当科目］臨床心理学概論、カウンセリング、
　　　　　　心理学近現代史

（写真左から）

小林 孝雄
［担当科目］健康心理カウンセリング、
　　　　　　産業カウンセリング、福祉カウンセリング

秋山 美栄子
［担当科目］福祉心理学、介護概論

城 佳子
［担当科目］健康心理学概論、ストレスマネジメント

大木 桃代
［担当科目］健康・医療心理学、健康心理アセスメント

石原 俊一
［担当科目］生理心理学、健康教育指導法

（写真左から）

正木 澄江
［担当科目］産業・組織心理学、心理測定論

鎌田 晶子
［担当科目］社会心理学、消費行動心理学、
　　　　　　市場調査論

益田 勉
［担当科目］ビジネス心理学、キャリア開発実習

吉田 悟
［担当科目］キャリア発達の心理学、
　　　　　　ビジネスコーチング心理学

文 教 受 験 応 援 割

併願ダブル定額
同一日に実施する入試で併願する場合、

1～２志願までと、３～５志願までの

2段階で検定料を定額に。

一度に応援

複数回受験割引
異なる日程で複数回受験する場合、

２回目以降の検定料を

【併願ダブル定額】から、さらに１万円割引。

何度も応援

※対象となる入試および詳細は、大学案内 2019 版の P123-124「併願割引制度」をご確認ください。

将来に向けて頑張っている受験生が、より挑戦できる機会を持てるように。

文教大学では、併願割引制度を充実させた《文教受験応援割》を実施しています。

《一度に応援》と《何度も応援》の2つの割引制度を組み合わせることにより、さらに併願しやすくなります。

人間科学部  心理学科
【越谷キャンパス】〒343-8511  埼玉県越谷市南荻島3337

入試に関するお問い合わせ先 

▲  入学センター Tel:0467-54-4300（月～金／午前9時～午後5時　土／午前9時～正午　※日曜・祝日は除く）　　〒253-8550　神奈川県茅ヶ崎市行谷1100

http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/human/psychology_curriculum/

検  索文教心理学科　カリキュラム


