学部固有科⽬について
≪カリキュラム変更に伴う 2021 年度変更点について （2017 年度以前⼊学⽣対象）≫
●科⽬名の変更について
以下の科⽬は、科⽬名が変更となります。履修科⽬選択の際は注意してください。
なお、
「旧」科⽬名の科⽬を既に「修得済み」の場合は、「新」科⽬名の科⽬を履修・修得できません。
「旧」科⽬名

「新」科⽬名

「旧」科⽬名

「新」科⽬名

⼼理統計法１

⼼理学統計法１

⼼理学講読演習４

⼼理学講読演習Ｃ

⼼理学講読演習１

アカデミック・スキルズ

実験⼼理学概論２

実験⼼理学概論２（学習・⾔語⼼理学）

⼼理統計法２

⼼理学統計法２

⼼理実験法

⼼理学研究法

⼼理学講読演習２

⼼理学講読演習Ａ

認知⼼理学

認知⼼理学（知覚・認知⼼理学）

⼼理学基礎実験演習１

⼼理学基礎実験演習１（⼼理学実験）

組織⼼理学

組織⼼理学（産業・組織⼼理学）

⼼理学講読演習３

⼼理学講読演習 B

パーソナリティ⼼理学

パーソナリティ⼼理学（感情・⼈格⼼理学）

発達⼼理学概論１

発達⼼理学概論１（発達⼼理学）

精神医学１

精神医学（精神疾患とその治療）

⼼理調査法

⼼理調査概論

障害児⼼理学

障害者・障害児⼼理学

認知⾏動科学

認知神経科学

⽣理⼼理学２

神経・⽣理⼼理学２

⼼理学基礎演習

⼼理調査法演習

⼼理学講読演習５

⼼理学講読演習 D

⼼理学講読演習６

⼼理学講読演習 E

社会⼼理学１

社会⼼理学１

（社会・集団・家族⼼理学）

教育⼼理学１

教育⼼理学

臨床⼼理⾯接法

臨床⼼理⾯接法(⼼理学的⽀援法）

精神保健学

精神保健学（健康・医療⼼理学）

⻘年期臨床⼼理学

⻘年期臨床⼼理学(教育・学校⼼理学)

⽣理⼼理学１

神経・⽣理⼼理学１

⼼理アセスメント実習１

⼼理アセスメント実習１
（⼼理的アセスメント）

●新設科⽬について
以下の科⽬は新設となります。科⽬によって 2017 年度以前⼊学⽣の履修・修得可否が異なりますので注意してくだ
さい。
新設科⽬

備考
単位数：2 単位 秋学期 ２〜４年対象

司法・犯罪⼼理学

区分：学部固有科⽬ 選択科⽬
2017 年度以前⼊学⽣履修・修得「可能」科⽬
単位数：2 単位 春・秋学期 ２年対象

⼼理学統計法３（多変量解析⼊⾨）

区分：学部固有科⽬ 選択科⽬
2017 年度以前⼊学⽣履修・修得「可能」科⽬
単位数：2 単位 春学期 ２〜４年対象

⼈体の構造と機能及び疾病

区分：学部固有科⽬ 選択科⽬
2017 年度以前⼊学⽣履修・修得「可能」科⽬

公認⼼理師の職責

2017 年度以前⼊学⽣履修・修得不可科⽬

福祉⼼理学

2017 年度以前⼊学⽣履修・修得不可科⽬

関係⾏政論

2017 年度以前⼊学⽣履修・修得不可科⽬

●配当年次・セメスターの変更について
以下の科⽬は、配当年次・セメスターが変更となります。本変更は 2017 年度以前⼊学⽣も対象です。「新」配当年
次に沿って履修してください。
科⽬名

「旧」配当年次

「新」配当年次

認知⼼理学

3-4 秋

⇒

2-4 秋

組織⼼理学

3-4 秋

⇒

2-4 秋

パーソナリティ⼼理学

3-4 秋

⇒

2-4 秋

環境⼼理学

3-4 秋

⇒

2-4 秋

⽣理⼼理学１

3-4 春

⇒

2-4 春

⽣理⼼理学２

3-4 秋

⇒

2-4 秋

⼼理データ処理演習

1秋

⇒

1春

精神医学１

2-4 春

⇒

2-4 秋

●科⽬の廃⽌について
以下の科⽬は、廃⽌となります。
廃⽌科⽬名
神経科学１

教育⼼理学２

神経科学２

精神医学２

コミュニティ⼼理学

⼼⾝医学

⼼理データ解析法

カウンセリング基礎実習

≪不開講科⽬≫
以下の科⽬は不開講となります。
配当学年

科⽬名

2-3 年次

⽂章表現Ⅱ

1年生
（1）⼼理学講読演習 A 【別途 ALBO 連絡あり・再履修者含む】
教務課にてクラス分け及び履修登録を⾏います。CUBICS の履修登録画⾯にて、指定されたクラスを確認の
上、初回授業に出席してください。履修登録画⾯確認時に、当該科⽬が登録されていない場合は、⾄急、教務
課⼼理学部担当へお問い合わせください。
（2）⼼理データ解析法
「⼼理学統計法１・２」の履修・修得者向けの科⽬です。履修希望者は初回の授業に必ず出席してください。
なお、4 年⽣は履修できません。

2年生
（1）⼼理学基礎実験演習 2 の履修登録について

（再履修者含む）

「⼼理学基礎実験演習 2」の履修登録は教務課で⾏います。履修登録画⾯確認時に、当該科⽬が登録されて
いない場合は、⾄急、教務課⼼理学部担当へお問い合わせください。

（2）キャリア形成の履修登録について

（再履修者含む）

この科⽬は、原則⽔曜 1 限にオンライン（オンデマンド型）で開講されますが、⼀部 2 限分授業を⾏う場合
があります（※の⽇）。詳細は秋学期開講後 MaNaBo にて確認してください。
なお、講義予定⽇は以下の通りです。4 ⽉に案内した⽇程から変更されていますので注意してください。
⽉

⽇（曜⽇）

9⽉

22⽇（⽔）、29⽇（⽔）

10 ⽉

6⽇（⽔）、13⽇（⽔）、20⽇（⽔）、27⽇（⽔）※

11 ⽉

10⽇（⽔）※、17⽇（⽔）、24⽇（⽔）※

12 ⽉

1⽇（⽔）、8⽇（⽔）、15⽇（⽔）

履修登録は教務課で⾏います。履修登録画⾯確認時に、当該科⽬が登録されていない場合は、⾄急、教務課
⼼理学部担当へお問い合わせください。
（3）⼼理調査法演習 【別途 ALBO 連絡あり】
当該科⽬は選択科⽬ですが、3 年⽣必修科⽬の「⼼理学課題演習 1・2」の準備科⽬となっているため履修し
ましょう。秋学期履修予定者にのみクラス編成を別途 ALBO にて連絡します。
本科⽬は選択科⽬ですが、教務課にて⼀括履修登録します。履修登録画⾯にて指定クラスに登録されている
か確認をしてください。登録されていない場合は、⾄急、教務課⼼理学部担当へお問い合わせください。
なお、履修を希望しない場合は、履修登録期間中に CUBICS 履修登録画⾯にて各⾃取消してください。ただ
し、指定されたクラス以外で、履修登録を⾏うことはできません。
（4）⼼理学統計法３（多変量解析⼊⾨）
この科⽬は、
「⼼理調査法演習」及び「⼼理調査概論」の内容と密接に結びついており、3 科⽬を履修・修得
することで、調査や尺度の作成及びその分析についての包括的な知識とスキルを⾝に着けることができます。
春学期と秋学期に開講されますが、履修する場合は「⼼理調査法演習」と同学期に履修する必要があります。
例：「⼼理調査法演習」が秋学期クラス⇒「⼼理学統計法３（多変量解析⼊⾨）
」:秋学期のみ履修可能。
※「⼼理調査法演習」を履修しない場合でも、本科⽬は「⼼理調査法演習」のクラスに応じた学期にのみ履修可能
となります。履修を希望する場合は、「⼼理調査法演習」のクラスを必ず確認してください。
※「⼼理調査法演習」が春学期クラスの場合は、今学期「⼼理学統計法３（多変量解析⼊⾨）」を履修できません。
※３-4年⽣で本科⽬を履修する場合は、どちらの学期で履修しても構いません。

2～3年生
（1）⼼理学海外演習

この演習に必要な費⽤は為替レートと履修者数によって変動しますが、近年の基準で１⼈あたりおよそ
50 万円となります（往復航空券代、現地滞在費／研修費込、ホームステイ費、海外傷害保険料等）
。想定
される履修者数は 15〜20 名程度です。履修希望者は以下の注意事項を理解した上での履修をお願いしま
す。
※ 当該科⽬は、秋学期期間中の週 1 回の演習（主に英会話や現地⽂化を学ぶ）と 2 ⽉の海外研修（オーストラ
リア渡航）からなります。
※ 現時点では 2 ⽉の渡航を実施する予定ですが、新型コロナウイルス感染症の状況次第で海外研修は中⽌にな
る可能性があります。
※ 海外研修が中⽌になった場合でも、秋学期期間中の週 1 回の演習への参加状況等で単位は認定されます。

詳細は、当該科⽬について ALBO お知らせにて配信した資料やシラバスを確認してください。なお、
履修希望者は必ず初回授業に出席してください。

2～4年生
（1）集中講義について

秋学期開講の「精神医学（精神疾患とその治療）」
、
「照明・⾊彩⼼理学」は集中講義期間に開講します。
科⽬名

精神医学（精神疾患と
その治療）

担当教員

履修可能学年

若松亜⽮/髙⽊友徳

2〜4 年

1/31（⽉）〜2/2（⽔）

各 1〜5 限

3〜4 年

1/31（⽉）〜2/2（⽔）

各 1〜5 限

照明・⾊彩⼼理学

⼤内

啓⼦

講義⽇程（予定）

3年生
（１）カウンセリング基礎演習（⼼理演習）
本科⽬は履修者数に制限があります。⼼理学部⽣が履修可能科⽬ですが、公認⼼理師試験受験のために必要
な科⽬であるため、公認⼼理師試験受験希望者が優先的に履修することができます。今年度は公認⼼理師希望
者が定員数を超えたため、事前に履修を認められた以下の学⽣のみ履修可能です（別途 ALBO にて通知）。
・公認⼼理師「⼼理演習・⼼理実習」科⽬履修希望届を提出し、科⽬履修条件を満たした学⽣
履修が認められた学⽣の履修登録は、教務課にて⾏います。履修が認められた旨の通知があったにもかかわ
らず、当該科⽬が登録されていない場合は、⾄急、教務課⼼理学部担当へお問い合わせください。

3～４年生
（１）⼼理アセスメント実習 2

この科⽬は、春学期開講の「⼼理アセスメント実習１」の単位を修得していなければ履修することがで
きません。

4年生
（１）選択必修科⽬の修得条件について （2017 年度以前⼊学⽣）
各概論群（発達⼼理学概論 1・2、実験⼼理学概論 1・2、応⽤⼼理学概論 1・2、臨床⼼理学概論 1・2）の
中から 2 種類 4 科⽬を選び、8 単位修得する必要があります。注意して履修登録してください。
例 1： 発達⼼理学概論 1・2 及び臨床⼼理学概論 1・2 を選択、修得する。
⇒条件を満たす。
例 2： 発達⼼理学概論 1、臨床⼼理学概論 2、応⽤⼼理学概論 1・2 を選択、修得する。
⇒条件を満たさない。必ず春と秋のセットで修得すること。
なお、⼼理調査法・⼼理実験法・⼼理測定法の中からは、2 科⽬を選び、4 単位修得しなければなりません。
【注意事項】

※対象者のみ別途 ALBO 連絡あり

・CUBICS「単位修得状況表」の“要卒単位”では、集計上単位数の単純な合計が表⽰されてしまうため、学部
固有科⽬“選択必修１（概論）”の修得・履修⽅法が誤っていても、要件を満たしているかのように⾒えてし
まいます。学部固有“選択必修１”の卒業要件を今⼀度確認し、誤解のないように履修登録をしてください。

・選択必修１に付随して、卒業要件内・フロート単位・学部固有科⽬・学部選択科⽬等の単位修得状況表の要
卒単位数についても、実際に要件を満たしている単位数より増減している可能性があります。

≪公認⼼理師について≫
◇２年⽣（2020年度⼊学⽣）【別途ALBO連絡あり】
公認⼼理師試験の受験を希望する⽅は、以下の点に注意してください。
・3 年次秋学期開講「カウンセリング基礎演習（⼼理演習）
」
、4 年次開講「臨床⼼理学学外実習 A・B（⼼理実習）」
（以下「⼼理演習・⼼理実習」）は、履修者数制限と履修条件があります。履修希望者は 2 年次２⽉頃に所定の
申請書類を必ず提出する必要があります。申請書類については ALBO お知らせにて案内しますので⾒逃さないよ
う注意してください。
・「⼼理演習・⼼理実習」の履修条件として、
「3 年次終了時点までに⼼理実習を除く 24 科⽬の単位を取得してい
る」必要があります。したがって、3 年次春学期終了後に実施予定の「⼼理演習」履修者の選考時点で上記の要
件を満たす⾒込みがない場合は、
「⼼理演習」を履修することができません。学⽣便覧 p96-97 にて必要科⽬を確
認の上、計画的に履修登録してください。公認⼼理師科⽬の単位修得状況が「⼼理演習」履修可否選考時の選考
要件となります。
なお、詳細な内容について別途 ALBO お知らせを配信します。公認⼼理師受験資格取得希望者は必ず ALBO お知
らせを確認してください。

◇３年⽣（2019年度⼊学⽣）【別途ALBO連絡あり】
「カウンセリング基礎演習」を履修する学⽣は、以下の点に注意してください。
・秋学期開講科⽬「カウンセリング基礎演習（⼼理演習）」履修許可者は、ALBO お知らせにて通知します。
・4 年次開講「臨床⼼理学学外実習 A・B（⼼理実習）
」の履修条件として、
「3 年次終了時点までに⼼理実習を除く
24 科⽬の単位を取得している」必要があります。秋学期開講の公認⼼理師科⽬で未修得科⽬がある場合は、必
ず履修登録の上修得する必要があります。学⽣便覧 p96-97 にて必要科⽬を確認の上、履修登録漏れのないよう
注意してください。
なお、
「カウンセリング基礎演習」履修不可の学⽣で公認⼼理師の受験を希望する⽅に対し、別途 ALBO アンケー
トを配信します。公認⼼理師受験資格取得希望者は必ず ALBO お知らせを確認してください。
以上

全学共通科⽬について
① 開講科⽬変更について
秋学期の授業担当者や時間割が変更される場合があります。時間割表の最新版がホームページに掲載されています
ので、そちらを確認してください。
＜時間割表＞
https://www.chukyo-u.ac.jp/student-staff/academics/

② 英語基礎科⽬の再履修について
下表の科⽬については、ALBO 上で履修登録（再履修）できません。２年⽣以上で英語基礎科⽬を履修する場合は以
下の指⽰に従って登録を⾏ってください。なお、１年⽣のみ ALBO にて登録できます。
【対象科⽬】

（下記科⽬が不合格になった場合）
英語基礎科⽬ リーディング

英語基礎科⽬ コミュニケーション

アドバンスト英語リーディングＢ

アドバンスト英語コミュニケーションＢ

インターミディエイト英語リーディングＢ

インターミディエイト英語コミュニケーションＢ

エレメンタリー英語リーディングＢ

エレメンタリー英語コミュニケーションＢ

ベーシック英語リーディングＢ

ベーシック英語コミュニケーションＢ

【登録⽅法】
期間
登録
⽅法

2021 年 8 ⽉ 4 ⽇（⽔）〜9 ⽉ 6 ⽇（⽉）

最終⽇のみ 10：00 まで

MaNaBo クイズ機能により事前登録 （詳細は、ALBO お知らせを参照ください）
希望するクラスを第 1 希望から第 5 希望まで回答してください。

備考

・他の科⽬と曜⽇時限が重複しないか、また登録制限を考慮したうえで登録してください。
・申し込みをした科⽬は、抽選で登録されます。
・未修得にもかかわらず、ALBO のお知らせが届かない場合は、教務課へ連絡してください。

その他
①全学開放科⽬について
全学開放科⽬の対象科⽬の⼀覧や受付⽅法の詳細は別途 ALBO にて案内します。

②履修登録制限単位について（通年科⽬の算⼊⽅法）
履修登録制限単位（各学期ごとに登録できる最⼤の単位数）は、各学部・学年ごとに定められています。
通年科⽬の場合、2 で割った数がそれぞれの学期の履修登録単位数として算⼊されます。
例）通年 4 単位の科⽬を履修している場合、春学期履修分として 2 単位、秋学期履修分として 2 単位カウントされ
ます。

③WEB シラバス開講学年について
WEB シラバスにて表⽰される「開講学年」は、最新⼊学年度の学⽣を対象とした履修可能学年が表⽰されます。⼀
部科⽬で実際の配当学年と異なる場合があります。

④春学期成績が反映された成績証明書の発⾏⽇
2021 年度春学期の成績が反映された成績証明書は、9/7（⽕）以降に発⾏できます。

