
交通アクセス
❶東京メトロ日比谷線をご利用の場合
　「六本木駅」下車、3番出口から徒歩10分
❷都営大江戸線をご利用の場合
　「麻布十番駅」下車、7番出口から徒歩5分
❸東京メトロ南北線をご利用の場合
　「麻布十番駅」下車、5a出口から徒歩7分　

問い合わせ
東洋英和女学院大学大学院事務室
〒106-8507 東京都港区六本木5-14-40
　　　　　　TEL：03-3583-4031
E-mail　daigakuin@toyoeiwa.ac.jp
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigakuin/index.html
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◆入試説明・相談会（いずれも13:00（集合）～15:00）

第3回 2019年10月5日（土） 角藤教授、福田教授、長谷川准教授が個別相談いたします

第4回 2019年12月7日（土） 小坂教授、篠原教授、前川教授が個別相談いたします

※こころの相談室見学ツアーも行います（詳細は当日ご説明いたします）

◆人間科学研究科修士課程臨床心理学領域入試日程
2020年度前期入学試験（秋季選抜）　募集人数…10名

出願期間〈消印有効〉 試験日 合格発表 入学手続〈消印有効〉

10月14日（月）～10月19日（土）
一次試験 11月2日（土） 11月7日（木）

11月15日(金）～11月21日（木）
二次試験 11月10日（日） 11月14日（木）

2020年度前期入学試験（春季選抜）　募集人数…8名
出願期間〈消印有効〉 試験日 合格発表 入学手続〈消印有効〉

1月8日（水）～1月14日（火）
一次試験 2月1日（土） 2月6日（木）

2月14日(金）～2月20日（木）
二次試験 2月8日（土） 2月13日（木）

※募集人数18名中、内部推薦者若干名を含みます
    試験科目…一次試験：専門分野（90分）、英語（90分）、二次試験：面接（秋季・春季共通）

◆授業公開（大学院の授業を在学生と一緒に体験できます。ご予約不要です。直接大学院にお越しください。）
科目名 担当者名 第1回日時 第2回日時

臨床心理基礎実習 長谷川 明弘 9月30日（月）6限（18:30～） 12月2日（月）6限（18:30～）

臨床心理査定演習Ⅱ 角藤 比呂志 10月5日（土）2限（10:40～） 12月7日（土）2限（10:40～）

福祉分野に関する理論と
支援の展開 内海 新祐 10月5日（土）5限（16:20～） 12月7日（土）5限（16:20～）

心の健康教育に関する
理論と実践

10月5日（土）角藤 比呂志
12月7日（土）小坂 和子 10月5日（土）6限（18:00～） 12月7日（土）6限（18:00～）

※授業公開予定が変更になった場合は、大学院ホームページでお知らせいたします。

◆臨床心理学領域は専門実践教育訓練給付金指定講座です

臨床心理学領域（修士課程）
人間科学研究科人間科学専攻

2020年度



◆臨床心理学領域が目指すもの
　これまで多くの臨床心理士を輩出してきた本学臨床心理学領域の心理職訓練の伝統を、国家資格である公認心理師の養成にも
生かし、広い見識と温かいこころ、そして責任感に溢れた心理職の養成を目標に、臨床経験豊富な教授陣が2年間を支えます。

角藤 比呂志 教授
（統合的な心理療法、心理アセスメント、トラウマ治療、
ロールシャッハ法）

1980年茨城大学人文学部文学科心理学専攻
を卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂伊
豆長岡病院に臨床心理士として勤務。1988年
順天堂大学医学部精神医学教室助手となり、

1992年医学博士を取得。2002年東洋英和女学院大学人間科学部
助教授に就任、2006年同大学教授となる。その間、医学部生や研修
医に対して臨床心理教育を行い、家庭裁判所調査官定期実務研修
及び民間の心理教育研究所等にて心理療法や心理アセスメント
（ロールシャッハ法・WAIS等）の講師を務める。現在は、精神分析・
認知行動療法等を統合した理論と技法に立脚し、マインドフルネス
の臨床的及び教育的な有用性について探究している。

篠原 道夫 教授
（遊戯療法、箱庭療法、ユング心理学）

一橋大学社会学部卒、横浜国立大学大学院
教育学研究科修了。修士（教育学）。群馬大
学教育学部助教授などを経て、2009年より
現職。臨床心理士・公認心理師。児童・思春
期の心理臨床、および箱庭療法に関心があ

る。第8回河合隼雄賞（日本箱庭療法学会奨励賞）受賞。国際箱
庭療法学会正会員（Certified Sandplay Therapist of ISST）。著
訳書に『青年期精神療法入門』（編著，日本評論社，2017）、ブラ
ンク＆ブランク『自我 心 理学の理論と臨 床 』（共訳 ,金 剛出
版,2017）、ブランク『精神分析的心理療法を学ぶ』（共訳,金剛出
版,2013）などがある。

前川 美行 教授
（分析心理学、夢分析、箱庭療法、自己感）

大阪大学大学院人間科学研究科博士課程前
期修了、京都大学博士（教育学）。臨床心理
士/公認心理師。病院・企業・学生相談室等
の現場において長年臨床経験を積み、現職
で指導に当たるとともに、言葉・夢・箱庭・描

画表現の現代的特徴と、「私」に注目した研究を進めている。日本
箱庭療法学会河合隼雄賞受賞。日本ユング心理学会認定心理療
法士。

小坂 和子 教授
（分析心理学、臨床心理面接特論）

京都大学教育学部教育心理学科卒、同大学
大学院教育学研究科教育方法学修士課程
修了・博士後期課程単位修得退学。修士（教
育学）。臨床心理士・公認心理師。総合病
院・教育相談所・クリニックに勤務。2005年

～07年スイス・国際分析心理学研究所（ISAP）に留学。力動的心
理療法論から思春期青年期臨床・ライフサイクル、教育臨床の特
性と文化性について研究。三好暁光学術奨励賞受賞。日本ユング
心理学会認定心理療法士。

ひととの出会い、自分との出会い、さまざまな出会いを通して、深い
人間理解を育てていきましょう。

公認心理師・臨床心理士の仕事は，やり甲斐と責任のある仕事です。
同時に，感動的でもあります。

心と向き合える力とは何か。生き生きと想像力を働かせ、一緒に考え
ていきましょう。

臨床心理学領域の学びは臨床現場での実践があって初めて活かされ
るものです。常に心理的支援を求めている人々や組織の視点に立って、
自身の研究がどのように役立てられるかを考えられる人を求めます。

大学院時代の「自由」な中から皆さんが立ち位置を模索し、歩み始め
ることを応援したいです。皆さんが専門職となってから常に新たな挑戦
を続けられるような姿勢を身につけてもらいたいと願っています。

福田　周 教授
（臨床心理学、家族関係・集団・地域社会における心
理支援に関する理論と実践）

横浜国立大学教育学部卒、同大学大学院教
育学研究科修士課程修了、上智大学大学院
文学研究科博士課程（教育学専攻）単位取
得満期退学。教育学修士。1992年より臨床

心理士、2019年より公認心理師。青少年教育相談センター、総合
病院小児科心理職、精神科病院および神経科クリニックでの臨床
心理技術職等の臨床実践を通して、小児から大人まで、幅広い年代
に対しての心理援助を行っている。主な研究テーマは、風景構成
法、塗り絵といった描画療法についての臨床実践における治療的効
果や、統合失調症圏・発達障害者の抱える心理的問題に対する心
理療法および心理学的地域援助である。

長谷川 明弘 准教授
（ブリーフサイコセラピー、臨床心理学）

愛知学院大学文学部心理学科卒業、新潟大
学大学院教育学研究科修了、東京都立大学
大学院都市科学研究科都市社会システム系 
修了。博士（都市科学）。生涯発達期（乳幼
児期から高齢期）や障害を持った子どもや

成人に向けて効果的になる工夫を念頭においた心理支援（ブリー
フセラピー、臨床動作法、催眠法を総合的に活用）。個人に限定し
ない（家族、組織、地域）実践活動と「生きがい」の調査研究に従
事してきました。

私は、現在、様々な生きづらさを
抱えた子どもが生活を送る児童
心理治療施設で働いています。
東洋英和での体験的な学び
は、子どもの心に触れ、向き合っ
ていくための礎になっていると感
じます。

坂本　晃 
（児童心理治療施設さくらの森学園）

私は卒業後、総合病院に勤めま
した。現在は神経心理検査や
緩和ケア、小児科相談、職員の
メンタルヘルスなど幅広い領域
に携わっておりますが、先生方
に教わった心理職としての姿勢
が自分の軸になっていると感じ
ます。

西岡 寛子 
（総合病院／横浜南共済病院）

仙台で臨床心理士養成（現在
は公認心理師も）に携わってい
ます。宮城県臨床心理士会の一
員として東日本大震災後の地域
支援も続けています。どの活動で
も、大学院で学んだ「自分の心を
使って人と関わる」ことが大きな
支えになっています。

清水 めぐみ 
（東北福祉大学総合福祉学部福
祉心理学科　准教授）

教育相談員として、来所される方
と向き合い、一緒に考える日々を
過ごしています。不登校、発達的
課題など様々な相談があり、悩
むこともありますが、大学院で学
んだ考え方や知識が土台となっ
て取り組むことができていると感
じています。

佐藤 珠美 
（平塚市子ども教育相談センター）

企業の人事部門にて、産業保健、人材育成の業務に従事してきてい
ます。向き合う社員の層も局面も都度異なりますが、相手の心的変化
を扱っていく仕事であり、この大学院での学び（講義、ゼミ、実習など）
が「古典」のように活きており、迷う自分を支えてくれています。

田村 寿浩（産業領域／マスコミ）

◆臨床心理学領域 担当教員

修了生からの
メッセージ

《非常勤講師》 内海 新祐、高 史明、藤田 悟朗、文元 秀雄、三宅 永、山本 理真子、吉野 大輔　他


