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生活心理専攻

医療・福祉・教育等の分野で対人支援や

研究に携わる心理専門職をめざします。

様 な々生徒に対応できるカウンセリングマイ

ンドをもった中学校・高等学校の家庭科教

員をめざします。

民間企業や公務員としての就職をめざしま

す。生活を心理学的視点から学ぶことは仕

事で有用な武器となります。

生活心理専攻では、学生それぞれの希望する進路に合わせた3つのゆるやかなコースプログラム（履修モデル）を用意しています。所定

の単位を修得すると、認定心理士、社会調査士などの資格や家庭科の教員免許を取得できます。大学院進学のサポートもしています。

障害のあるお子さんに大学に来ていただき、劇やゲーム、「カルピス」カフェなど

の発達臨床プログラムを行い、コミュニケーション支援の実践スキル、チーム力

を身につけます。常磐祭（学園祭）でもアサヒ飲料（株）の協力で、子供達による「な

かよしカフェ」を出店しました。

３つのゆるやかなコースプログラム

公認心理師・専門職
コースプログラム

家庭科教員
コースプログラム

キャリア心理
コースプログラム

長崎 勤

「『カルピス』づくりを通したコミュニケーション発達支援」「劇あ

そび『赤ずきん』を通したコミュニケーション」「『心の理解』の発

達支援」「自閉症児の統合保育での子供同士の関わりの支援」

社会は今、第四次革命社会へと大きく変化しています。本ゼミでは、第四次革命

社会に対応できる学生の育成をめざし、人と人とのコミュニケーション能力やコラ

ボレーション能力等を高めることで、人間にしかできない質の高い仕事を可能に

する創造的学びを実現したいと考えています。学生の興味関心に基づき、卒業論

文においては、家族関係との関わりで執筆がなされています。

細江 容子

卒業論文
一例

卒業論文
一例

卒業論文
一例

「児童虐待の現状と課題」「結婚観の変遷と多様化する結婚」

「大正期から令和期の女性雑誌からみる女性像の変化」「子ど

もの思春期における反抗期の有無」

広告やパッケージデザイン、顔の第一印象など、感性を中心に、認知心理学に

関するテーマについて研究します。実験や調査の計画・実施を通して基本的な

PC操作や情報検索、科学的思考や論文作成などのスキルを身につけていきま

す。右の写真は常磐祭（学園祭）での展示の一部です。学生がトリックアートを

描きました。

作田 由衣子

「香りが記憶の想起時に及ぼす影響」「個人の性格特性と絵画

から受ける美的感情評価の関連性について」「自撮りが自己顔

認知に及ぼす影響」「和音のイメージ傾向について」

公認心理師【※国家試験受験資格】

認定心理士

認定心理士（心理調査）

社会調査士

中学校・高等学校教諭一種免許(家庭)

社会福祉主事任用資格

児童指導員任用資格（要：中学校・高等学校教諭免許）

司書教諭（要：中学校・高等学校教諭免許）

取得できる資格・免許

（※公認心理師をめざすには、大学院進学など公認心理師試験の受験資格を得て国家試験に合格することが必要です）

▲ 常磐祭「なかよしカフェ」

◀ 劇を通したコミュニケーション

テキサス大学
サンアントニオ校との交流

人の生涯発達の理解を基に、家族、社会、健康に関する学

びを通して、生活課題を捉え、心理学的視点から分析し、解

決する力を身につけ、社会で活躍できる人材の育成を目的と

しています。人の生活や心理に関心を持ち、自分や他者の生

活の質の向上や社会に貢献したいと考える、意欲ある人材を

求めます。

生活心理専攻では
次のような学生（生徒）の入学を期待します。

・人に興味がある。

・生活に関する心理学に興味がある。

・身近な生活課題について深く学んでみたい。

・探求心や向上心を持って様 な々ことに挑戦したい。

・多様な価値観を受け入れ、課題解決に向けて他者と  
協力できる。

・生活課題を解決する心理学の専門性を身につけ、  
社会で活躍したい。

アドミッション・ポリシー

教育心理学研究室

家族関係学研究室

認知心理学研究室

主な就職・進学先
〇心理専門職      
（横浜市リハビリテーション事業団、社会福祉法人武蔵野、  
療育相談・でんでん虫など）

〇中学校・高等学校家庭科教員    
（東京都教育委員会、香川県教育委員会）

〇企業（明治安田生命保険相互会社、横浜信用金庫、  
住友林業（株）、長野日報社など）

〇公務員（羽村市役所、上野原市役所など）

〇進学（筑波大学大学院、広島大学大学院、白梅学園大学大学院、
和光大学大学院など）



まさに「生活を追究する学科」

だと思います。学ぶこと全て

が人の生涯に関係し、自分の

生活にも役立つものばかりだ

と感じます。

生活文化学科を
一言で言うと？

経済や女性の働き方など生

活に関する様 な々ことを学ぶ

ことができます。授業がきっ

かけで時事問題について考

えることが多くなりました。

授業ではどんな
ことを学ぶの？

グループワークなどを取り入

れた、活動的で実践的な授

業は楽しいです。先生との

距離が近く、刺激を受けなが

らも和やかな雰囲気のなか

で学んでいます。

授業の雰囲気は？

3年生までに学んできたこと

を活かして、自分の関心のあ

る事柄について研究すること

ができます。

ゼミと卒業論文
では何するの？

座学だけではわからない貴

重な経験で、確実に成長で

きます。サポートも手厚いの

で安心でした。

実習は
どうだった？

キャリアセンターのセミナーで

所作や言葉遣いなど細かく

指導していただき、自信を

持って面接に臨めました！

就職活動は
どう行った？

授業のことはもちろん、大学

生活のことや、ちょっとした

世間話など、なんでも気軽に

話すことができます。とても

頼れるお姉さん的存在です。

助手さんは
どんな存在？

先生方との距離がとても近

く、いつでも相談に乗ってく

ださり、親身にアドバイスをく

ださいます。

先生方との
関係はどう？

学生たちは明るく真面目で、

時にはおもいっきり楽しくメリ

ハリのある大学生活を送って

います。とてもアットホーム

な雰囲気です。

学生、学科の
雰囲気はどう？

課題に取り組んだり、友達と

喋ったりしています。2年生

になってレポートが増えたの

で友達とフォローし合って頑

張っています。

空きコマでは
どう過ごしてる？

SEIBUNのここがオススメ♥ 3年生のゼミでは、前期は『社会心理学』とい

う概論書を１章ずつ分担してレジュメを作成

し、発表します。後期は、ゼミ生がさらに勉強

したいことを深めます。

社会心理学研究室
水野 いずみ

女性のエンパワーメント、男性の家事・育児

参加に関する研究に取り組んでいます。最

近は生活経済や奨学金に関する高校生向け

授業案を作成しています。

生活経済学研究室
髙橋 桂子

授業では、身近な教育問題をもとに問いを

立て、知識を共有しながら、議論を重ねてい

きます。問い、考えることで、教育を見る目が

養われていきます。

教育学研究室
田中 正浩

「人の誕生から死」に至るまでの発達につい

て学びます。子どもの成長のあゆみだけで

なく、人生100年時代を生きる私たちの最

適な発達とは何かについても学びます。

生涯発達心理学研究室
塚原 拓馬

塩川ゼミは少年鑑別所や少年院の見学に行

きます。学生の研究テーマは非行・少女漫

画・ネットいじめ・花火・震災・虐待などな

ど「なんでもアリ」です。

発達行動小児科学研究室
塩川 宏郷

3年生ゼミでは、各自が興味関心あるテーマ

の論文収集を中心に「学ぶときにはしっかり

学び、遊ぶときにはしっかり遊ぶ」をモットー

に行っています。

運動生理学研究室
島﨑あかね

３年生のゼミでは本や論文を読んで、その内

容を自分の言葉でまとめる学習をします。４年

生では自分でテーマを決め、現場の観察や指

導を通して卒業論文を書きます。２年間、共

に学ぶのでレクや合宿を大切にしています。

初等教育学（算数）研究室
渡辺 敏

フィールドワークを大切にしており、例えば、

井口ゼミでは、近隣保育園に通い、5歳児へ

の指導を重ね、音楽発表会(ダンスや合奏)

を見事成功させました。

幼児教育研究室
井口 眞美

子どもが音や音楽でどのように遊び、表現し

ているのかを、理論と実践を往還しながら学

びます。入学～卒業まで、弾き歌いのサポー

トも行っています。

オープンキャンパスでは、教員・助手や在学生が学科の雰囲気や魅力を直接お伝えしま

す。学科ガイダンスをはじめ、模擬授業やキャンパスツアー、在学生によるトーク・ライブ、

進路相談など盛りだくさんです。また、以下のQRコードで実践女子大学の「入試・入学」

のページにアクセスすると、オープンキャンパスや入試に関する最新情報が得られます。

生活文化学科のある日野キャンパスでお待ちしています。

音楽教育研究室
越山 沙千子

日野キャンパスでお待ちしています!

詳細は
コチラ！

助手室より

選べる 見える
未来の姿
教員・助手紹介

模擬授業の様子

ではどんな

フレッシュマンセミナーやゼミ選択ランチ
ミーティング、ゼミ合宿などのイベントが
あり、充実した4年間を過ごせます。

少人数ですので先生方が丁寧にサポー

トしてくれます！皆さんが希望の道に進め

ますよう、お祈りしています。

実習前に礼法(4年間で計8回)や説明会を

丁寧に行うことで礼儀作法が身につき、社

会に出てからも役立っているようです。

保育現場で必要な知識を座学と共に〝造

形・調理・沐浴"などといった実践的な内容

も合わせて日々 楽しく学んでいるようです。

在学生に聞きました



幼児保育専攻

保育士資格と幼稚園教諭一種免許を取得し、保育所・幼稚園・認

定こども園の保育者、児童福祉施設の職員をめざします。

小学校教諭一種免許と幼稚園教諭一種免許を取得し、主に小学校

の教員をめざします。幼小接続に関する理解の深さが強みです。

実習

1・2年次： 半日見学観察実習     
（日野市内保育所／幼稚園 /小学校 /児童館）

3年次： 保育所 /児童福祉施設　各 2週間

4年次： 幼稚園 4週間     
保育所もしくは児童福祉施設 2週間

実習

1・2年次： 半日見学観察実習     
（日野市内幼稚園 /保育所 / 小学校 /児童館）

3年次： 介護等の体験 1週間

4年次： 小学校 4週間　幼稚園 2週間

希望する資格・免許に応じて選べるコース

幼稚園教諭・保育士コース 小学校教諭・幼稚園教諭コース

本学が立地し、子育て支援が充実している日野市内の保育所、幼稚園、

小学校、福祉施設等との緊密な連携を図り、実習やボランティア、

地域活動を通して多くの学びの機会を得ています。

幼児保育専攻の学生は、学年ごとに2回、礼法の専門家であり、本学

の卒業生でもある特別講師による「礼法」の授業を受けます。4年間

を通して、実習生や社会人としての心構えやマナーを身につけます。

人と人との出会いを紡ぐ「礼法」

保育学研究室のテーマは、（1）子ども理解を基盤として、（2）保育の価値や目的

についての社会文化的側面からの考察、（3）具体的な保育実践の意味の検討、

そして（4）保育者の専門性の追究等です。3年次は、文献に基づく学習の中で、

様 な々話題でディスカッションも行います。また実践的な取り組みとして、例年、

常磐祭（学園祭）にて子どもの遊び場を企画しています。色 な々経験を通して、

各自が自分のテーマを見つけ、4年次には卒業論文を作成します。

松田 純子

「台湾の幼児教育から見た日本の幼児教育―幼児さながらの生

活について考える―」「幼稚園における動物介在教育の現状と

今後の課題」「人の死を扱った絵本の意義と可能性」

南雲ゼミは、主に生活文化学科幼児保育専攻「幼小コース」のメンバーが集うゼ

ミです。将来小学校の先生をめざして、小学校教諭一種免許・幼稚園教諭一種

免許を取得し、中には司書教諭資格を併せて取得する学生もいます。

南雲 成二

「幼児期及び児童期の子どもたちへの文字指導」「小学校におけ

る教師と子どもの関係のあり方」「『学校給食』における小学校食

育指導の実践的研究」「『ことば』の面白さと出会い、学びを通し

て『言語力』を高める学習づくり」「特別支援教育に関する一考察」

社会福祉は価値に関わる学問です。社会福祉学研究室では、「ケア」「社会的

排除と社会的包摂」「ジェンダー」「人権」などの私たち誰にでも関わりがありなが

ら、日ごろ見過ごしている事柄について、いまどのような問題が起きているのか、

誰がどのように解決していくのかを文献を通して学び、ディスカッションします。

卒業論文では、各自関心のあるテーマを福祉的な視点から考察します。

大澤 朋子

「赤ちゃんポストの今後のあり方について―ドイツの取り組みか

ら学べること―」「母子世帯向けシェア住宅の可能性」「幼児期

からの性的マイノリティ支援」

三鷹の森ジブリ美術館にて

初等教科教育法（国語）

取得できる資格・免許
保育士

幼稚園教諭一種免許

小学校教諭一種免許

司書教諭（要：小学校教諭免許）

認定心理士

社会調査士

社会福祉主事任用資格

児童指導員任用資格 （要：幼稚園教諭免許あるいは小学校教諭免許）

主な就職・進学先
〇公立保育所・幼稚園     
（日野市、杉並区、世田谷区、北区、新宿区、相模原市、  
さいたま市、蕨市、つくば市、長野市、静岡県）

〇私立保育所・幼稚園

〇児童福祉施設（乳児院、児童館、児童相談所）

〇公立小学校（東京都、埼玉県、神奈川県、横浜市、川崎市、  
千葉県、茨城県、山梨県、静岡県、長野県、福島県）

〇企業  その他

人間性豊かで信頼できる、質の高い保育士、幼稚園教諭、小

学校教諭の養成を目的としています。子どもと子どもを取り巻

く環境に関心を持ち、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の資

格・免許を取得して、将来、保育所、幼稚園、小学校等で働

くことを希望している、意欲ある人材を求めます。

次のような学生（生徒）の入学を期待します。

・子どもや保育・教育に興味がある。

・心身ともに健康である。

・誠実で素直な心を持っている。

・地道な努力を惜しまず、様 な々ことに積極的に取り組める。 

・多様な価値観を受け入れ、他者と協力できる。

・学ぶ意欲があり、学び続けることができる。

幼児保育専攻では アドミッション・ポリシー

国語教育研究室

保育学研究室

社会福祉学研究室

卒業論文
一例

卒業論文
一例

卒業論文
一例

日野市との連携


