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繋がり
お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。
平素は、心理学部父母会の運営にご協力とご支援をいただきあ

りがとうございます。
心理学部はこの４月に新入生を迎え、全学年が揃いました。父母

会活動も、ますます本格的になっていく事と思っております。大学
父母会では、大学・学生・父母が情報交換できる場を作り、繋がりを
もてるよう考えています。
現在行っている活動としましては、教職員の方々との個人面談、父母交流会、講演会の開催

などがあります。また、交流会では学生達の本音を聞かせてもらうために数名の在学生に話
をしてもらっています。このような行事を通して、大学の事や学生達の様子を知っていただ
ければ幸いです。
私は縁あって役員の１人に加わりました。
微力ではございますが、子供達が大学生活を有意義に過ごせるよう努める所存ですので、

皆様からのご意見などもお聞かせいただきますようお願いいたします。

 父母会長　保坂 晃彦

大学で学ぶ、同志社で学ぶ
お子様あるいはご家族のご入学・ご進学、誠におめでとうござい

ます。
木々や草花が色とりどりの花を咲かせ、若葉が目に優しい季節

となりました。１年の長さは年齢分の１だと聞いたことがありま
す。私の年齢になると１年がなんとも短く感じられます。
先日チャペルアワーの奨励を頼まれ「大学で学ぶ、同志社で学

ぶ」と題して話をしました。そこでの話一部を書かせていただくことにします。
大学では自分の意志で、自分の置かれている環境・状況を踏まえながら、自分から求め、探

さなければ、何も得ることは出来ません。しかし何かを求め、探せばきっと何かが得られる、
それが大学なのです。高校時代までは、それが鬱陶しかろうとなかろうと、常に、だれかが皆
さんのことを気にかけ、必要であればサポートを加えてくださったと思います。しかし大学
では、自分で責任さえとるならば、何をするのも自由です。皆さんが、講義に出ようと出まい
と自由です。単位を落とし留年することになろうと、それは皆さんの責任です。われわれ教員
の役割は、皆さんが自分の「物事の見方、捉え方、考え方」を身に付けることができるように手
助けすることです。大学は基本的に自立した成人の集まりです。ある人が、何もしないのは、
その人が何もしないことを欲しているからかもしれません。その人が、何かのサインを出し
て初めてその人のことを考えることになります。皆さんが動き出さない限り、詮索し、予想し
て何かをしてくれることはないのです。新約聖書の「求めよ、さらば与えられん‥‥」それが
大学という場です。是非、自分から求め、探し、門をたたいてください。

 心理学部長　鈴木 直人

ご挨拶
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心理学部
について

■ 父母会ニュース

　2012年５月12日（土）、「2012年度心理学部父
母会総会」を開催し、父母・役員・教員、総勢102名の
方々にご出席いただきました。議事に先立ち、鈴木
学部長のご挨拶、主催者紹介（役員・参与）、「2011
年度事業報告・決算報告」「2012年度事業計画・予
算」の議事についてそれぞれ審議の結果、原案通り
承認されました。
　「2012年度役員」については、総会の日をもちま
して新旧交代となり、４年次生父母３名はご退任、
残りの方々はご留任、そして新たに１･２年次生父
母４名に加わっていただくことで承認されました。
（新役員名簿は、下記をご参照ください。）
　この日は、心理学部・心理学部父母会共催「就職説
明会」も同時開催しました。講演者は文学部心理学
科卒業生２名による就職活動体験談、そして、キャ

リア支援係長 田中裕一氏より昨今の就職動向や実
績などをお話しいただき、父母と一緒に学生も参加
し、熱心に聞き入る姿がありました。（就職実績は
P.13、卒業生の就職体験談はP.14 ～ 15でご紹介
しています。）最後は懇親会を行い、学年を超えての
交流を和気あいあいと楽しみました。ご参加いただ
きました父母の皆様、改めて感謝いたします。
　心理学部も今年で４学年揃う完成年度となり、ま
すますの結束力が必要となります。学生支援をはじ
め、父母と教員、父母と大学の架け橋となる役割が
父母会本来の目的であり、目指すところです。ご要
望に沿う充実した父母会にするためにも、父母皆様
の声を事務局まで是非ともお聞かせください。
　今後とも学部および父母会運営にご支援ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

［役員］
〔会　長〕 保坂　晃彦（３年）　　〔副会長〕 田井　明美（３年）
〔副会長〕 有井　潤子（２年）　　〔監　事〕 池田　厚子（２年）
〔委　員〕 黒澤佳代子（３年）　　〔委　員〕 佐藤　由美（２年）
〔委　員〕 乳原　和美（１年）　　〔委　員〕 相川　章代（１年）
〔委　員〕 藤田　雅也（１年）

［参与］
鈴木　直人（学部長） 中谷内一也（教務主任）
竹原　卓真（学生主任） 柳澤　政宏（事務長）

2012年度心理学部父母会総会報告

2012年度心理学部父母会役員  （敬称略）

定期総会 就職講演会 懇親会

（後列左より）田井・保坂・有井
（前列左より）相川・佐藤・池田・乳原
※ 都合により、黒澤委員・藤田委員の写真掲載は
ございません。

［父母役員写真］
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■ 2 0 1 1年度決算・2012年度予算
（自４月１日～至３月31日） （単位：円）

項　　　目

2011年度

備　　　考

2012年度

予　　算
決　　算

予　　算
父母会計 大学会計 小  計

収
入
の
部

前年度繰越金 685,848 685,848 0 685,848 1,649,818

会　費 2,700,000 2,826,000 0 2,826,000 年額6,000円
（父母３学年471名分） 3,600,000

会合費 100,000 53,000 0 53,000 1,000円（懇親会参加者53名分） 100,000

大学会計より 500,000 0 242,520 242,520 364,000

合計 3,985,848 3,564,848 242,520 3,807,368 5,713,818

支
出
の
部

会報発行費 1,000,000 699,300 0 699,300 年２回発行 1,200,000

父母懇談会費 500,000 198,359 0 198,359 父母会懇談会開催
（会場使用料、湯茶代など） 600,000

学生援助費 80,000 0 0 0 見舞金等 100,000

学術研究助成費 200,000 0 0 0 講演会補助等 200,000

教育補助費 300,000 97,284 0 97,284 学生向け教育支援（図書購入、
セミナー参加、施設見学など） 300,000

謝　礼 50,000 18,000 0 18,000 会報誌原稿に対する謝礼 50,000

慶弔費 100,000 0 0 0 会員宛供花料等 100,000

集会費 150,000 12,600 0 12,600 役員会、参与会他 150,000

人件費 330,000 307,880 0 307,880 学生アルバイト人件費、
職員人件費補助 800,000

事務費 500,000 217,365 208,560 425,925 印刷費、郵送費（総会・懇談会
案内、会報・成績発送費） 500,000

旅費・交通費 300,000 34,190 33,960 68,150 地方懇談会など旅費、交通費
（役員・教職員） 300,000

雑　費 250,000 230,052 0 230,052 記念品、郵便振替手数料 350,000

予備金 225,848 100,000 0 100,000 東日本大震災義援金 1,063,818

合　計 3,985,848 1,915,030 242,520 2,157,550 5,713,818

■ 2 0 1 2年度事業計画
日　　　付 行　　　事 場　　　所

2012年4月1日（日） 入学式・新入生父母交流会 京田辺キャンパス

    　5月12日（土） 役員会・総会（講演会、懇親会） 京田辺キャンパス

    　6月ごろ 父母会会報No.6（春号）発行

    　7・10・11月 地方懇談会（キャンパスフェスタ）
宇都宮（7/8）・北九州（7/14）

名古屋（10/8）・青森（10/14）・高松（10/20）
秋葉原（11/18）・米子（11/23）

    　11月3日（土） 役員会
京都地区懇談会（同志社クローバー祭） 京田辺キャンパス

    　12月ごろ 父母会会報No.7（秋号）発行および成績通知書発送

2013年1月 参与会

    　3月 役員会
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心理学部
について
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関東 35名

合計 646名

東海 61名

信越 5名

北陸 17名

近畿 395名四国 18名

九州
30名

沖縄 5名

中国 40名
海外 20名

■ 都道府県別会員数

■ 入試別入学者数

都道府県別会員数は1・2・3・4年次生の出身校デー
タ、入試別入学者数は入試データをもとに集計して
います。（2012年4月現在）

心理学部
入学者数

入学
定員

一般
選抜
入試

大学入試
センター
利用入試

推薦入学
AO
入試

留学生
入試

３年次
転・編入 転学部 合計 総計公募制

指定校制 法人内
諸学校

キリスト教主義
学校連携

ネットワーク自己推薦 スポーツ

2012年度 150 81 10 8 6 16 40 5 5 171

646
2011年度 150 86 2 8 6 12 40 4 8 166

2010年度 150 71 1 5 17 40 4 7 3 2 1 151

2009年度 150 77 3 6 16 38 4 8 4 2 158

2012年度 心理学部 出身校・地方別人数
（2009・2010・2011・2012年度生）
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心理学部
について

■ 学部イベント

４月１日、2012年度同志社大学入学式が執り行われました。
肌寒い一日でしたが、笑顔あふれる１年次生171名・３年次転入生２名が
入学しました。

入学式

入学式恒例、心理学部父母会主催「新入生父母交流会」を開催しまし
た。鈴木学部長ご挨拶、教員紹介、父母会長による父母会活動や役員ご
紹介に続き、在学生インタビューでは、授業のこと、下宿のこと、アル
バイトのこと、進路のことなど、実体験に基づいた大学生活を４年次
生たち本人から紹介していただきました。

父母交流会
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学 生 レ ポ ー ト

心理学部心理学科１年次生

富岡 香南子さん
　大学に入学してから早くも一カ月が過ぎました。最
初は何もかもに戸惑い、一日一日緊張しながら学校に
通う毎日でした。このままでは全てに一生懸命になり
すぎて逆に何も出来なくなると思い、この一ヶ月間は
とにかく大学生活に早く慣れることを心掛けていまし
た。そのおかげで、今では少しずつですが、気兼ねなく
話せる友達ができ、授業も大学の雰囲気にも慣れてき
ました。そんな中で感じたことが二つあります。
　一つ目は、大学というものは、高校までとは違って、
良いことを良いと、悪いことを悪いと、誰も言ってくれ
ません。当たり前の事ですが、自分の行動全てに責任が
生じていて、つまり、大学生である四年間は、これから
社会に出る為の練習期間ではないかということです。
大学に入学すると、この事は普通の事の様に感じます

が、こうした練習をする時間が与えられているのはと
ても恵まれていると思います。ですから、自分もこの四
年間で、社会人になっても恥ずかしくない様、成長して
いきたいと思いました。
　そして二つ目は、図書館やパソコン教室に自習室が
備えられていて、自分が疑問に思ったことはすぐ調べ
られる様になっていたりと、大学は学問に能動的な態
度で取り組む人へのサポートが多くされているという
ことです。やはり大学は自分が学びたいと思って入っ
てきている訳ですからこの四年間を受動的になんとな
く過ごしていくのはもったいないと思い、私もこういっ
た大学のサポートを有効に使って吸収出来るものすべ
て吸収していきたいと思います。

大学生になって気付いたこと

心理学部心理学科１年次生

神埼 修平さん
　大学生になる、ということは自分にとってあまり実
感の湧かない、現実感のないものでした。たくさんの自
由を手に入れると同時に、すべて自己責任になる世界
は楽しみでもあり、不安でもあるぼんやりしたもので
した。そのほかにも、友達はできるのか、サークルの雰
囲気は…などなどたくさんの不安要素がありました。
　そんな心持ちで入学式を迎え、なんで女の子同士は
あんなにすぐ友達になれるのだろう…と思いながら
も、自分にも少しずつながら友達ができていきました。
サークルの勧誘に戸惑い、単位を計算しながら授業を
とることにも苦戦し、高校とは違う講義形式の長い授
業はことごとく僕の体力を奪っていきました。さまざま
な生活の変化に少しずつ慣れてきたころ、新歓合宿の

日を迎えました。
　はっきり言って、新歓合宿はとても楽しかったです。
夜遅くまで、人によっては眠らないで同じ時間を共有
したことで学生同士の距離が縮まり、心理学部の全体
的な団結力が上がったような気がします。また、自分が
楽しいと感じることをするためには、自分から進んで
行動しなければならない、と感じました。自分は合宿を
境に、大学生になって、心理学部にいる、という実感が
湧いてきました。
　大学生活はまだまだこれからですが、合宿で得た経
験や友達と共に、精一杯努力していきたいと思います。
　ありがとうございました。

大学生になって

４月14日（土）～15日（日）、新入生歓迎オリエンテーション合宿が行われました。
合宿では、研修を通じて心理学の心得を学び、スポーツ活動を通じて、教員や
同級生との交流を深め、大学生としての最初の第一歩を踏み出しました。
そして、本格的に授業も始まった新入生にいまの気持ちを聞いてみました。
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「科学的」である意味とは？
　私のゼミは、臨床的な問題をバリバリの（死語？）科学的心理学の一
分野である「行動分析学」から考える、という日本でもたいへん珍しい
ゼミです。一般的には「科学技術が発展し過ぎたために『こころ』が置
き去りになり、さまざまな臨床心理学的な問題が生じているのだ」とい
うイメージがありますが、実はそのようなイメージ自体が「その問題の
一部」である可能性が高いのです。この根深いイメージ（誤解）を「打
ち破る」には、まさに「科学的」である意味を再度問い直す必要がある
と考えています。そのための「いき・る」プロジェクトなのです。この
プロジェクトを通して、それを体得・体現してくれることを願っています。

心理学部心理学科４年次生

大内 傑さん

　武藤ゼミでは「いき・る」プロジェクトと題して、「粋、
活き、意気、逝き」という語に関する人間のあらゆる
活動の質を高めるための援助・支援を目的とした行動
分析学的研究の基礎研究を行っています。私がこのゼ
ミを選んだ理由もここにあり、このプロジェクトの軸
であるACT（アクセプタンス&コミットメント・セ
ラピー）というセラピーに非常に可能性を感じ、臨床
系に行動分析という側面から新たな風を吹かせること
ができると信じています。
　武藤ゼミには大学院志望者が約半分もいるため、去
年のプレゼミの段階からモチベーション高く授業に取
り組み、みんなとても真剣に研究を行っています。か
と言って私のように就職を考えている人がその雰囲気
についていけないというわけではなく、彼らから良い
刺激を受け、全員が協力をしながら切磋琢磨して互い
を高め合っています。また、先生と学生の間にも壁は
なく、互いに思ったことを素直にぶつけ合い、積極的

やりがいを求めて

武藤 崇ゼミ（専門：行動分析学・臨床心理学）

ゼミ
探訪 学 生 レ ポ ー ト

心理学部心理学科

武藤 崇 教授

Teacher's
V o i c e

に意見交換ができる環境なため、学生がとても伸び伸
びと学ぶことができています。
　現在は、プロジェクトに即してそれぞれ興味のある
分野を研究し、卒論に向け動き始めています。主に、「体
験の回避」に対するメカニズムの解明（逃避・回避の
随伴性と病理、思考と事実の混合など）や、「心理的柔
軟性」に対するメカニズムの解明（脱言語化、行為の
流暢性、行為の変動性など）などがあり、今まさに発
展しつつあるACTの軸となる基礎研究です。
　私はこれからより重要視されるであろう「いき・る」
プロジェクトの基礎研究に携われていることを誇りに
思い、研究を行っています。そして、私が卒業する時
にはこのプロジェクトを活用した臨床的側面を習得し、
実践できるレベルまでに成長したいと考えています。
こうなってこそ、武藤ゼミで学んだ甲斐があると胸を
張って言えると考えており、武藤ゼミなら必ずこの域
まで達することができると思っています！

４年次生のゼミ紹介
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他者との協力により新たな発見を
　このゼミは例年、温和で静かに物事に取り組むことを好む人が多い
ようです。「興津ゼミは妖精の集まり」と言われていた年もあるほどで
すが、熱のある穏やかさでゼミは行われており、３年次には手のかか
るプレゼミの共同実験も力を合わせてやってきました。
　卒業論文は個人が関心を深めて研究を行うものですが、互いに知恵
や力を出し合うことでよりよいものとなります。卒業後、社会に出る
にしても、臨床を志すにしても協力は大切ですので、ゼミが他者との
協力の良さを感じられる場にもなればと願います。

心理学部心理学科４年次生

永井 愛さん

　私たち興津ゼミは 10 名で活動しています。３年次の
秋学期から始まるプレゼミでは、ゼミのメンバー全員
で、自分と親の距離を測る「家族造形法」に関する基
礎的研究の実験をしました。みんなで仮説を立て、質
問紙を作成し、どのように実験するのかを話し合いま
した。卒業研究を行うまでに、みんなでひとつの実験
をやり遂げることで、実験を実施するまでの流れを学
ぶことができ、とても良い経験になりました。
　４年次になった現在は、興津先生と個別面談を行い、
卒業研究で取り組んでみたいことを各自発表して、卒
業研究のテーマを決めている最中です。ゼミの中では、
興津先生のご専門である家族心理学や臨床心理学に関
心を持っている学生が多く、卒業研究のテーマは、親
子関係や夫婦関係などの家族関係が子どもに及ぼす影
響や「家族造形法」が多数を占めます。
　また、興津ゼミでは心理療法や心理検査に関する研
究も可能です。私は、大学入学前からずっと関心を持っ
ている「筆記療法」を卒業研究のテーマとして考えて

卒業研究の取り組みについて

興津 真理子ゼミ（専門：家族心理学・臨床心理学）

学 生 レ ポ ー ト

心理学部心理学科

興津 真理子 准教授

Teacher's
V o i c e

います。先日、私が実際に卒業研究で実施しようと思っ
ている実験を、ゼミ内で協力してもらいました。実験
内容は「なりたい自分」について１日３分間筆記する
というものです。７日間続けて筆記した結果、日常生
活における体験過程の程度（精神的健康度）と心理的
Well-being の得点が向上しました。アメリカの心理学
者ペネベーカーが開発した筆記療法は、ストレスフル
な出来事について筆記するというものですが、近年で
は様々な筆記トピックで精神的健康に及ぼす効果が明
らかにされています。「なりたい自分」について筆記す
ることは、「なりたい自分」をより意識せずに追求でき
るようになり、精神的健康をもたらす効果があるとい
うことを私は実証したいと考えています。
　私たち興津ゼミは、学生の自主性を尊重し、協力し
合えるゼミです。その恵まれた環境を最大限に生かし、
これから卒業研究に向けて成果が残せるように精一杯
頑張りたいです。

ゼミ
探訪 ４年次生のゼミ紹介
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①就職先名：
　月桂冠株式会社
②事前準備で必要なことをお聞かせください。
　 就職活動のために何かする、というよりも大学生活を楽しむこ
とが大事だと思います。

　 その中で、何かに全力で取り組んだ経験を得る事こそが事前準
備となります。

③ 就職活動を始めた時期はいつですか。また何から始めましたか。
　 ３年次生の10月ごろです。まずは大学のセミナーに参加し、世
の中にどのような業種・職種があるかを知ることから始めまし
た。

④会社訪問をした数はどのくらいですか。
　 説明会や対話会という意味であれば30社ほど、面接という意
味であれば15社ほどです。

⑤ 面接は何回くらいありましたか。また、面接で印象に残っている
質問やご自身で気をつけられた点は？

　 面接は全部で20回ほど受けたと思います。
　 印象に残っている質問は、「日常生活で使える心理学の理論を紹
介してください」

　 気をつけたことは、面接中はなるべく正直に話すこと、自分の発
言に自信を持って話すことです。

⑥ 就職活動中、企業との連絡はどうしていましたか。
（メール、携帯電話など）
　 企業によりけりですが、主にPCメールと電話で連絡を取って
いました。

⑦ 就職活動中、授業は受けられましたか。
（就職活動と授業のバランスの取り方）
　 授業はゼミのみ受けていました。就職活動に集中できるよう、3
年次生の春学期までにゼミと卒業論文以外の単位を取得してお
きました。

⑧就職活動中、大学の支援はどうでしたか。
　 ゼミにおいて就職活動で参加できない場合でも欠席扱いとはな
らないようにしていただけるなど柔軟に対応していただけたこ
とが大変助かりました。

⑨就職活動を終えられてどうでしたか。
　 大変なことも多くありましたが、自分自身の人生や考え方を見
つめ直すことができたため、いい経験ができたと考えています。

⑩ 就職活動の際、ご家庭から助けられた点、またはこうして欲し
かった点などお聞かせください。

　 就職活動にかかる交通費を家庭から支援してもらったことが大
変助かりました。

　 お金の心配が無いことで、少しでも興味のある企業の説明会に
は多少家から遠くても積極的に参加することができました。

⑪在学生へメッセージ
　 多くのメディアが報じているように近年の就職活動は厳しい状
況が続いています。しかしながら、大学生活で打ちこんだものが
ある人はやはり内定を頂けています。不安だとは思いますが、就
職活動のためだけに何かするのではなく、大学生活でなければ
経験できない「何か」に打ち込んでください。そうすればきっと、
満足のいく就職活動ができます。

①就職先名：
　大和証券株式会社
②事前準備で必要なことをお聞かせください。
　 自分の考えをよくまとめておくことだと思います。それぞれの
企業がどのような理念をもってどのような事業を行っているの
かということをしっかり理解することも大事ですが、さらにそ
れに対する自分の考えをまとめておくことで面接などでも独自
の答えができるのではないかと思います。

③就職活動を始めた時期はいつですか。また何から始めましたか。
　 ３年次生の10月から始めました。就職サイトがオープンした
ため、まずはそれに登録して気になる企業に100社ほどエント
リーしました。また、各企業のホームページからエントリーして
説明会に行くこともありました。特に金融業界は早くから説明
会があったのでよく参加していました。

④会社訪問をした数はどのくらいですか。
　 説明会は、学内説明会や合同説明会を含めて50社くらい行き
ました。回数にすると80回くらいです。志望度の高い企業は
優先して何度も説明会に行っていました。業種は限らず金融や
メーカー、商社も行きました。金融業界は支店訪問もできました
が、私は一度も行きませんでした。

⑤ 面接は何回くらいありましたか。また、面接で印象に残っている
質問やご自身で気をつけられた点は?

　 私は他の人と比べると面接回数が少なく、グループディスカッ
ションなどを含めて10社くらいでした。

　 金融系の企業の面接を受けたときに、ある事業について、これか
らどのようにしていくべきかを質問されたのが印象に残ってい
ます。何度も「他には？」と聞かれてとても困ったのを覚えてい
ます。最後には「もうありません。」と答えたりしていたので、落
ちたと思いましたが意外にも受かっていて驚きました。

　 面接で気を付けた点は、とにかく挨拶と返事をしっかりすると
いうことと笑顔でいることです。当たり前のことですが、本当に
それが一番大切だと思ったので頑張りました。印象が全てだと
思います。

⑥ 就職活動中、企業との連絡はどうしていましたか。
（メール、携帯電話など）
　 ほとんどはメールでした。説明会の案内やサイト内の新たなコ
ンテンツの情報などがたくさん送られてきました。時々企業の
方から電話で説明会の案内がきて、その場で申し込むこともあ
りました。選考が始まると企業の方から電話がかかってきて説
明会や面接の案内があることが多かったです。

⑦ 就職活動中、授業は受けられましたか。
（就職活動と授業のバランスの取り方）
　 ３年次生の秋には必修以外はほとんど単位を取り終えていたの
で授業のことをあまり気にせず就活に専念できましたが、ゼミ
だけは説明会などに優先して休まないようにしていました。

　 ４年次生の春も必修の授業がゼミだけだったので、それにはで
きるだけ出席するようにしていましたが、面接の日を指定され
たときなどは何度か休みました。

⑧就職活動中、大学の支援はどうでしたか。
　 キャリアセンターには何度か通ってエントリーシートのチェッ
クをしてもらいました。それ以外には私はあまり利用することは
ありませんでしたが、就活のプロのアドバイスを聞けるのはと
ても勉強になりました。また、大学では様々な業界の様々な企業
の説明会をたくさん開催していただいたことがとてもよかった
と思います。

⑨就職活動を終えられてどうでしたか。
　 目指していた金融業界で内定を頂けたことをとても嬉しく思い
ますし、本当に運がよかったと思います。就職活動は終わりまし
たが、今から頑張ることが大切だと思っています。支えてくれた
人たちや自分を選んでくださった方の気持ちを無駄にしないよ
うに日々自己研鑽に励みたいと思います。

⑩ 就職活動の際、ご家庭から助けられた点、またはこうして欲し
かった点などお聞かせください。

　 兄は就活の経験があり、父も企業側で面接をした経験があったの
でアドバイスをもらえたことはとても助かりました。また、就活
について寛容に温かく見守ってもらえたことがとても有難かっ
たです。特にこうして欲しかったということはありません。

⑪在学生へメッセージ
　 先ほどにも書いたように、面接では挨拶と笑顔が一番大切だと
思います。何があってもそれを意識して頑張ってほしいと思い
ます。また、就活中、あまり落ち込まないことが大事だと感じま
した。嫌になることもあると思いますが、あきらめず希望を持ち
続けて就活に臨んでほしいと思います。

三浦 省吾さん
（2011年度 文学部心理学科 卒業）

今大路 穂波さん
（2011年度 文学部心理学科 卒業）

■ 卒業生　就職アンケート

Information
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就 職 情 報

■ 2011年度（2012年度４月採用）総括・今後の見通し
キャリアセンター　キャリア支援課　課長　岡村洋子

　昨年は大変な年でした。３月11日に東日本大震災が発生し、2012年４月採用の学生の就職活動に大きな影響を
与えました。当初の予定どおり４月から選考を開始される企業がある一方で５月あるいは６月に変更される企業
があり、就職活動が長期化しました。大震災をはじめ、円高、欧州の金融不安、タイの洪水被害等、経済を取り
巻く環境が厳しい中で、企業の採用数に対する慎重な姿勢のみならず、採用基準に達した学生だけを採用する、
将来のコアとなり得る人材を求めるという「厳選採用」の姿勢が一段と明確になりました。複数の企業から内定
を受ける学生と、なかなか内定が得られない学生の二極化の傾向が顕著に出ました。このような状況にあって、
求める人材の確保に至らず秋に入ってからも求人のために来訪される企業が数多くありました。キャリアセンター
では、これらの状況を踏まえ、９月末にも京田辺・今出川両校地で４年次生向けに企業セミナーを実施し、一人
でも多くの学生が納得のいく就職が果たせるよう支援に努めました。
　2012年３月に卒業した学生の就職率（就職率=就職者数÷就職希望者数）は、文学部心理学科では90.9%になり
ました。また就職以外の進路先を見ますと、大学院進学率13%と、文系学部平均の6.3%に比べて高い率となって
います。
　本年は心理学部の開設４年目を迎え、その１期生は2013年４月採用に向けて就職活動に取り組んでおります。
リクルートワークス研究所が発表した「第29回ワークス大卒求人倍率調査（2013年卒）」によりますと、有効求人
倍率は1.27倍と前年の1.23倍よりわずかに上昇、大企業では増加傾向、中小企業では減少傾向が続き、学生の就職
希望は大企業希望から中堅企業希望にシフト、従業員規模間のミスマッチが改善する傾向との予測がなされてい
ます。本学においては今後も学内に企業をお招きし、就職活動中の学生を対象にセミナーを開催しますが、これ
からの時期は学生一人ひとりの対面指導が重要です。キャリアセンターでは、アドバイザーを配置し学生の特性
や志向を踏まえた個別相談に応じていますので、是非利用してください。
　３年次生に対する就職ガイダンスは、10月初旬に実施します。７月には夏休み前セミナーを開催し、先輩学生
から夏休みの有意義な過ごし方等を語ってもらいます。これらの案内は、キャリアセンターの専用サイトや掲示
板で案内します。キャリアセンターでは、企業の採用動向を注視し、情報収集に努めて、学生一人ひとりに沿っ
た就職支援を行っていきます。

2011年度（2012年４月）　文学部心理学科　進路データ
就職内定状況一覧表

就職希望者数 内定者数 内定率
男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 昨年度
16 39 55 13 37 50 81.3 94.9 90.9 100.0 

就職業種別・進学別状況一覧表
男 女 合計 ％

就職

メーカー 3 4 7 9.1 
流通 2 6 8 10.4 
金融 0 12 12 15.6 
マスコミ・情報 2 3 5 6.5 
教育・学習支援 1 4 5 6.5 
サービス 1 5 6 7.8 
公共・その他 4 3 7 9.1 

進学
大学院 7 3 10 13.0 
その他 0 1 1 1.3 
未定・その他 6 10 16 20.8 
合計 26 51 77 100.0 

メーカー
9.1%

流通
10.4%

金融
15.6%

　マスコミ・
情報
6.5%

　教育・
学習支援
6.5%

サービス
7.8%

公共・その他
9.1%

大学院進学
13.0%

その他進学
1.3%

未定・その他
20.8%
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Information
■ 卒業生就職体験談

2009年度文学部心理学科卒業　山本 承美さん
（日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社）

　本日は、私がどのような就職活動を行って今の職種に就いたのか、また
社会人になってからの経験についてお話しいたします。
　私の就職先は、日本ベーリンガーインゲルハイムというグローバ
ルに展開する研究開発主導型の製薬会社です。私は、MR（Medical 
Representative）という営業活動を行っております。MRとは医薬情報担
当者と呼ばれ、医療関係者へ自社の薬に関する情報を提供・収集する仕事
です。私がこの仕事を選んだ理由は沢山ありますが、医薬品の専門知識が
必要とされる特殊な職種であり、人の命と健康に関わることに強い興味を感じたからです。また、高収
入であることや柔軟な勤務体系も大きな選択理由でした。
　私が就職活動を始めたのは大学３年次生の秋でした。私には家族を含めて身近なものに企業勤めをす
る人間がいなかったので、自分が社会人になるという自覚がなく、就職をすることをとても迷っていま
した。周りの流れに乗ってとりあえず就職サイトに登録して、会社説明会へ参加することから少しずつ
就職活動の実感が生まれ始めました。色んな職業の説明を聞いていく中で、いつしか私はMRになりた
いと思うようになり、そのための就職活動を進めて参りました。その時期に苦労したのがエントリーシー
トでした。私は文章を書くのがとても苦手で、ゼミの畑先生にはエントリーシートを添削して頂くなど
いつも助けて頂きました。２月に入ってから外資系製薬会社の選考が進んでいく中で、３月の後半に日
本ベーリンガーインゲルハイムの内定を頂きました。私が最終的に今の会社に入社を決めたのは、グルー
プになって切磋琢磨しながら行う研修制度やオープンなコミュニケーションを尊重する社風に魅力を感
じたからです。就職活動は、つい周りの人と比べたりするだけで一喜一憂して、客観的に乏しくなって
しまいます。そんな時こそ強い意志で前向きな思考を持ってください。皆さんには、是非この気持ちを
持つことをお勧めします。それによってきっと後悔しない就職活動を送れることと思います。
　最後に私が社会人になってから学んだことを話します。働く事は中途半端な気持ちではできません。
私も厳しいストレスを感じながら仕事をしてきました。その中で、私は仕事を真正面から受け止めるた
めに、仕事の中で楽しい事を見つけるようになりました。仕事から逃げたり、嫌いになったりしたら、

勤めることができなくなってしまいます。営
業を行っている中で、尊敬できる人・自分を
大切にしてくれる人との繋がりを大切にする
事で、辛い日常を少しでも明るい環境にする
ように努めました。それは私の座右の銘であ
る「今を生きよう」という信念からくるもの
です。単純に今を生きるのではなく、今まで
の時を感謝してこの先を大切に生きる気持ち
が将来の価値あるものに繋がると思います。
それでは皆様も、今後色々な体験をされるか
と思いますが、笑顔で前向きな気持ちを持っ
てお過ごしください。

５月12日（土）開催　就職講演会より

14 同志社大学 心理学部父母会会報　第6号



就 職 情 報

2010年度文学部心理学科卒業　蒲地 美佳さん
（鹿児島家庭裁判所調査官補）

　最初に、家庭裁判所調査官の仕事内容について簡単に説明したいと思い
ます。
　調査官は、心理学や教育学などの人間関係諸科学の知識と法律知識を活
用して、家庭内の紛争や少年の非行原因などの調査をし、今後の方針につい
て意見を提出します。
　大きく分けて、担当する事件は家事事件と少年事件に分かれます。
　家事事件では、離婚や親権者変更など、対立当事者のいる事件から、氏の
変更や成年後見など、対立当事者のいない事件があります。調査官は、そのような事件を調査し、紛争の原
因、当事者の意向を調査し、裁判官に報告書を提出します。
　少年事件では、非行を犯した少年の調査をします。事件の種類は、万引きや車などの窃盗、傷害など色々
あります。再非行防止のため、調査をし、適切と思える処遇意見をつけて裁判官に報告します。
　大学３年次生の春、将来について考えたときに、以前本で読んで知った、調査官を目指そうと思いまし
た。心理学を活かしたい気持ちや、個別塾でのアルバイト経験から、個性を理解した上で、人と接すること
にやりがいを感じていたことが理由だったと思います。
　試験制度に関して述べますと、今年度から試験制度が変わりました。私が受験した年の試験と共通して
いる部分もありますので、その点を中心に述べたいと思います。
　調査官試験は２次試験まであり、１次試験は選択式の教養試験と記述式の専門試験です。教養試験は一
般知識や知能に関する問題です。専門試験は、心理学や法律学から６題選択します。
　２次試験は論文式の教養試験と専門試験でした。専門試験では、心理学、社会学、法律学などから２科目
を選択する形式です。
　最終試験は面接試験で、２次試験とは別の日に行われます。
　就職してからは、約２年間の修習があり、所属庁と、埼玉県にある研修所を行き来します。この期間を経
て、調査官補の「補」がとれて、調査官に任官できます。
　調査官は国家公務員１種に準ずるので、全国に配属され、２、３年ごとに広域の転勤があります。勤務地
の希望は一応聞かれます。また、女性の働きやすい職場でもあります。例えば、育児時間や育児休暇をとる
ことは推奨されています。
　次に、仕事の魅力について話したいと思います。まず、どれ一つをとっても、同じ事件がなく、日々成長で

きる仕事だと思います。また、職場の先輩方は尊敬で
きる方たちが多く、私の質問や疑問に熱心に耳を傾
け、丁寧に指導してくださいます。
　最後に、大学生の間は、サークルやアルバイト、旅行
など本当に色々なことができる４年間だと思います。
興味のあることにどんどんチャレンジしていただけ
れば、自然と自分のやりたいことにつながるのではな
いかと思います。今日お話しした内容で、少しでも調
査官に興味を持っていただければ嬉しいです。
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　入学して早一年が経ちました。初めはこの異郷の
地、京都・同志社でうまくやっていけるか不安でした
が、心理学部の友達や先生はカウンセラーさんのよ
うに優しく、話しやすい人たちばかりだったので、す
ぐに打ち解けられました。心理学部のほんわかした
雰囲気が居心地いいです。授業も高校までの「なんの
役に立つのか？」という気持ちで受けていた授業か
ら、心理学系の興味深い授業ばかり受けることがで
きて楽しいです。もともと心理学には興味がありま
したが、大学進学については農学部と心理学で迷っ
ていました。なぜ農学部と心理学なのか？とよく言
われます。しかし実際学んでみると、心理学も動物
の行動学、生理学というような学問分野において似

通った部分があり、特に同志社の心理学は、実験デー
タによる解釈を重んじていて理系の要素も濃いと感
じました。
　その幅広い心理学の専門教科を受講するように
なって、そこから私の興味も発展しています。たとえ
ば今、人間の「見え方」「見せ方」に関心を持っていま
す。そこから、趣味がカメラということでブライダル
カメラマンのアルバイト、またカラーコーディネー
ターの資格をとろうと考えています。これもまたな
ぜ？など他の人には言われそうですが、これも心理
学の可能性の大きさゆえだと思います。これからも
心理学の可能性を、いろんな分野から発見していけ
たらなと思います。

心理学の可能性
宮本 真衣さん ［心理学部心理学科２年次生］

在学生PHOTOアルバム ～学生生活の一コマより～

　今年で自分も大学２年次生になりました。新入生
として歓迎された去年とは打って変わって、今は、新
入生を歓迎する立場にいます。
　新入生をサークルに勧誘するわけですが、やはり
人の外見というのは重要なのだなと感じました。そ
れは、新入生は新入生でも、茶髪、金髪でいかつい恰
好をしている人には、とても声をかけられないから
です。それに対して、大人しそうな人には結構声をか
けることができます。
　人を見かけで判断してはいけないとは言うもので
すが、頭では分かっていてもそれを実行するのは難
しいと思います。心理学の本で学んだことですが、容
姿が優れた人は、容姿が優れない人よりも、社会的に
評価されやすいというものがあります。これが示す

通り、外見というのはおおよそ印象を形成するに当
たり重要な役割を果たしそうです。
　話は変わりますが、心理学の授業で恋愛の３要素
というのを学びました。内容は省きますが、その内容
を他学部の人に話したところ、恋愛はそういうこと
を考えずに自然にやるものだと叱責を受けました。
確かに一理あるなと思います。しかし、それを認める
と心理学部で学ぶことをいろいろと否定されてしま
いそうな気がします。心理学部でなく、神学部など
にも同じことが言えそうですが、ほかの分野の勉強
をしている人に理解を求めるのは難しいなと思いま
す。当面の目標としては、心理学の重要性を他学部に
伝えられるようになることです。

嗚呼、心理学部。

万福 尚紀さん ［心理学部心理学科２年次生］

わたしの学生生活
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コラム

　わたしの学生生活について語ったところで興味の
ある方は皆無であると思われます。しかしながらこ
うした機会をせっかく与えていただいたので、「大学
生活」を切り口に、主題に添えた「手段の目的化」につ
いて、簡単ではありますが述べさせていただきます。
　現在の大学生はなぜ大学に進学したのか。その理
由は人によって様々ですが、私の学生生活でよく耳
にするのは「単位さえ取れればよい」とか「卒業でき
る程度に適当にやればよい」といった言葉です。この
「単位を取得すること」や「卒業すること」が明確に手
段として位置づけられていれば問題はないが、それ
自体が目的化してしまっているように思えます。本
来であればそれらは目的ではないはずです。それは、
「なぜ自分は大学を卒業したいのか」という問いに対
し「良い企業に就職したいから」という新たな目的が

存在することからも明らかです。すなわち、「卒業す
る」ことは「良い企業に就職する」ための手段にすぎ
ないのです。このような問いを繰り返していくと、最
終的には「どう生きるか」という根源的な問いに至り
ます。その最終目的を据えてそれに至るプロセスに
おける小目標を手段としてとらえることができれば
よいのですが、そこで手段の目的化が生じるとプロ
セスはそこでストップしてしまったり、あらぬ方向
へ向かってしまったりします。政治の世界でも「選挙
に勝ち政権を握ること」それ自体がもはや目的と化
してしまっているようにも思えます。
　以上、字数に制限があり詳しく説明することはで
きなかったですが、手段が目的化してしまわぬよう
注意を払いつつ、自分の目指すゴールに向けて歩み
を進めていきたいと思います。

手段の目的化
平野 仁弥さん ［心理学部心理学科３年次生］

　私はこれまでの大学生活で、こどもに関するたく
さんの活動を行ってきました。まず、小学生のこども
たちと一緒にキャンプやハイキングを行うサーク
ルに入りました。たくさんの小学生と過ごすうちに
もっと幼い年齢のこどもと関わりたいと思い、学生
支援センターでボランティア先を紹介してもらいま
した。そこでは、０歳から３歳までの年齢のこどもと
そのお母さんたちが来られるので、こどもたちと遊
んだり、お母さんたちとお話しをさせてもらい、たく
さんのことを学ばせていただいています。また、友人
に保育園のボランティアに誘ってもらい、そこで保
育士を目指す同年代の人や保育士さんと出会いまし
た。こんなにこどもたちと深く関われるのなら、保
育士になろうかと悩んだ時期もありました。しかし、

せっかく同志社で心理学を学んでいるのだからこれ
を活かせるようなことがしたいと思い、チャイルド
マインダーという資格について、いま勉強していま
す。けれど、この資格だけでは就職は出来ない可能性
が高く、少子化ということもあり就職先が少ないの
ではないかと悩み、内山先生に相談させていただき
ました。そこで、私は学生であるので好きなことを勉
強すればいいという先生の一言にとても安心し、今
はおもちゃ売り場でアルバイトを始め、今までとは
違った場面からこどもについて勉強させてもらって
います。
　残り少ない学生生活の中で自分の好きなことを自
分の武器にできるよう、もっと努力していきたいと
思います。

こども中心の学生生活
大川 詩乃さん ［心理学部心理学科３年次生］

※心理学部ホームページにも多数の写真を掲載しています。（裏表紙参照）
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　新設された心理学部の第二期生として入学
し、同大生として３年目を迎えました。心理学部
はアットホームな雰囲気で、父母会の総会や会
報誌などで学部の情報発信に努めていただいて
おり、誠に有り難く思っております。 
　我が娘は毎日の授業とサークル活動のために
今出川校舎にある部室と京田辺校舎を行き来
し、他学部のサークル仲間と共に有意義な大学
生活を送っているようで、親としても喜んでい
ます。３年間続けたサークル活動もこの夏には
引退し、秋から就職活動が本格的に始まります。
バブル経済崩壊後、長引く不況の中で経営悪化
のため倒産したり、合併したり、大幅な人員削減
する企業が後を絶ちません。また、終身雇用制度
や年功序列の給与体制を見直し、能力主義・成果
主義を導入する企業が増えているなか、大企業
に入れば安泰という時代ではなくなりつつあり
ます。大卒新規採用社員の離職率の高さもテレ
ビ・新聞等で大きく報じられています。わたし自
身、30数年前大学を出て、就いた仕事が自分の
適性に合わず２年余りで辞め、現在は公務員（教
員）をしています。わたしの経験から、親として
は、シューカツ戦線からとり残されることを過
剰に意識しすぎ、自分の適性や自分のやりたい
ことを見失ってほしくないとの願いをもってい
ます。闇雲に「数撃てば当たる」的なシューカツ
ではなく、専攻した心理学の学問や自分の適性
の活かせる仕事、そしてそれが実践できるオン
リーワンの企業をじっくりと時間をかけて訪問
することを心がけ、心にゆとりをもったシュー
カツを展開してほしいと願っています。 父より

 
　娘が大学に入学して１ヶ月が過ぎ、思いがけず会
報投稿を仰せつかりました。文才はありませんが、良
い機会ですので思い切ってお引き受け致しました。 
　高校の３年間は学校の方針に基づいて、親子共々
がむしゃらに大学受験と向き合いました。 
　娘が勉強してるのに、私だけテレビを見たり、先
に寝るのも心苦しく一念発起し、通信教育で資格取
得の勉強を一緒にしました。久々にテキストを繰り、
ノートを取り、課題を提出し、試験を受け、受験生が
いかに大変な毎日を過ごしているかを、ほんの少し
ですが体験出来ました。 
　当時は早くこの受験が終わらないかと心待ちにし
ておりましたが、今となっては辛かった事より、楽し
かった事ばかりが思い出されます。 
　「今」の自分が幸せであるのは、「過去」の自分が頑
張ったからで、「今」を頑張れば、また「未来」が幸せ
になれるという事を学びました。 
　大学の４年間は「人生の中の夏休み」と捉え、勉強
もクラブもバイトも旅行も遊びもなんでも自分次第
で有意義なものになると思います。失敗を恐れず、
何にでもチャレンジしてみてください。今はそれが
出来る時です。「夏休み」を終え、大きくなった子ども
達に会える日を子離れしつつ、皆様と共に楽しみに
見守っていきたいと思っています。 
　私達も子ども達に負けないよう、一番若い「今日」
を悔いのないよう過ごしていきましょう。 
　先日の父母会に参加させていただき、同じ志を
持って入学したお子さんを持つ親としてお知り合い
も出来ました。親御さんとは共通する部分も多く、ま
た先生方とお話し出来た事で大学が身近な存在に
感じました。楽しい時間を過ごさせていただき、あり
がとうございました。役員・先生の方々にこの場をお
借りしてお礼申し上げます。 母より

ご父母より

大橋 正行
（心理学部心理学科３年次生　大橋 美那代）

松田 美香
（心理学部心理学科１年次生　松田 未奈実）

心にゆとりをもった就職活動を子ども達へのメッセージ
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教員メッセージTeacher's
V o i c e

志を継ぎ、新たなスタイルを

　来年より、大学院の心理学研究科博土
課程前期課程の臨床心理コースは、日本
臨床心理士資格認定協会の指定を受け、
臨床心理士を養成するコースとして出発
することとなりました（実際には昨年度
の入学生より遡及措置が適用されており
ます）。このことは心理学部全体にとって
喜ばしいことであります。その一方で、赴
任して間もない私個人としては、同志社
大学のみならず、日本の臨床心理学界全
体において大きな意味のあることである
と感じております。
　近頃、心理士の国家資格の問題が紙面
を賑わせておりますが、心理の専門家が
認められるためには、何よりもその技量
を向上させることが不可欠であることは
言うまでもありません。臨床心理コース
では、科学的に物事を考えながら、クライ
エントさんのために働くことができる科
学者・実践家（サイエンティスト・プラク
ティショナー）としての臨床心理士の養
成を目指しております。現在、専門技量の

向上の観点から、医療、教育、福祉などの
現場では、このサイエンティスト・プラク
ティショナーの資質をもった心理の専門
家が心から求められております。そして、
同志社大学はその一翼を担える数少ない
大学であると自負しております。
　サイエンティスト・プラクティショ
ナーの理念は大学院に限らず、学部の教
育にも大きく反映されております。心理
学を看板に掲げている大学は数多くあり
ますが、基礎と臨床をつなぐ理念の下、教
育が続けられてきた同志社心理ほどの伝
統と規模をもっている教育の場は簡単に
は見つかりません。完成年度を迎えた同
志社大学心理学部には、心理学を活かし
て各方面で活躍するリーダーを養成する
役割も期待されていることでしょう。こ
の数十年で心理学は、大きな進歩を遂げ
ております。先人たちの志を継ぎ、新たな
スタイルを模索していく同志社心理にご
期待ください。

心理学部心理学科　石川 信一 准教授

乳児の「はいはい」研究

　私は、生涯発達心理学の担当をしてい
ますが、生涯を通した発達のなかで、人生
初期の研究の一端を紹介いたします。発
達にはいくつかの節目があり、たとえば
７か月と９か月の間には大きな発達がみ
られます。わずか２か月のことですので、
大学生の年齢になればほとんど誤差のよ
うなものですが、この時期には顕著な差
異がみられ、乳幼児の卒業研究に携わる
４年次生ならすぐにどちらの月齢か分か
ります。これは、単に生物学的な２か月の
月齢というより、この時期にさまざまな
身体的、心理的発達現象が生じ、それらが
ネットワーク化して増大するからです。
　この時期の発達で、私が興味をもつの
は、自ら移動する「はいはい」による移動
経験です。1998年に在外研究をしたカ
リフォルニア大学バークレー校のキャン
ポス教授が行っている研究領域で、帰国
後も一緒に共同で研究を行っています。
キャンポス教授は、毎年のように同志社
大学を訪れ、昨年は、大学院生との研究
討論だけではなく、伊勢志摩に位置する
テーマパークであるパルケエスパーニャ

へのゼミ旅行にもご一緒していただき、
学生たちと夜は勉強会、昼は観光と楽し
く過ごしています。
　「はいはい」というのは身体発達で心理
現象ではありませんが、自ら動いて環境
とかかわることができる最初の身体能力
で、これを獲得すると一見関係のないよ
うな認知や感情などの心理機能が発現
するというのが私たちの考えです。私の
個人的な研究だけではなく、大学院生や
４年次生も卒業論文や修士論文、そして
博士論文の研究に取り入れたりしていま
す。
　最近では、この発達現象は乳児期にと
どまらず成人してからでもみられると感
じています。何か新しいことを修得する
と、それが波及して他の心理的な側面に
も成長がみられることがあるからです。
大学生は新しいことに挑戦できる最高の
学びの時期ですが、単に知識の修得にと
どまらず、人間的な成長につながること
を期待しながら、学生の皆さんを支援し
ていきたいと思っています。

心理学部心理学科　内山 伊知郎 教授
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①研究分野・領域：カウンセリング心理学
②研究テーマ：
　 カウンセリング理論・技法の統合
③学生へメッセージ：
　 ヒトのこころというのは謎に満ちています。その謎に挑戦し続けている代表的な学問の１つ
が心理学といえるでしょう。私も心理学の研究に携わり、ヒトのこころの複雑さに触れてき
ました。そして、その複雑さを解明していく醍醐味も知りました。学生の皆さんにも、ヒトの
こころの謎を解き明かす喜びを知ってもらえたらと思います。私も心理学の魅力を少しでも
多くお伝えできるよう、日々研鑽に努めてまいります。

河
かわ

越
ごし

 隼
はや

人
と

 助手

①研究分野・領域：社会心理学
②研究テーマ：
　 Food cravingの生起メカニズムの解明及び制御方法の検討
③学生へメッセージ：
　 普段何気なく感じている疑問の中に、心理学研究のヒントが隠れています。
　そのヒントを見逃さないためにも、常にアンテナをはっておきましょう。
　 そして、講義で得られる知識と演習を通して身につけられるスキルを総動員して、自分だけ
の心理学を追求してください。みなさんのチャレンジを応援していきたいと思っています。

小
こ

松
まつ

 さくら 特別任用助教

①研究分野・領域：発達心理学、青年期心理学
②研究テーマ：
　 女性のライフコース選択とアイデンティティとの関連
③学生へメッセージ：
　 こんなことを言ったら怒られてしまうかもしれませんが「こころって何ですか？」という単
刀直入な質問が私にとってはもっとも怖い質問です。研究領域によっては“脳”と回答する人
や、はたまた違う回答をする人がいるかもしれませんが、私にとってのこころとは見える部
分と見えない部分を合わせもつ不思議で複雑な概念といったところです。しかしだからこ
そ、こころを科学する心理学は面白く、また豊かな発想力と独自のアプローチが重要になる
学問です。学生の皆さんには思う存分自由に思考してほしいと思います。

渡
わた

邊
なべ

 ひとみ 助教

新任教員紹介New Teacher's
Introduct ion

新任教員
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新島襄検定問題集より抜粋

Q1
新島襄は、幕末（江戸時代末期）の1843年に
江戸の神田一橋で生まれました。
さて、明治元年まであと何年？

①20年　②25年　③30年

A②25年天保14年１月14日に誕生しました。

Q2
新島襄は14歳で元服（成人）した際、幼名を新
たな名前に変えました。
さて、その名前とは？

①平涯　②敬幹　③律蔵

A②敬幹
元服後、安中藩から正式に父の職である祐筆
の補助を命じられました。

Q3
新島襄の入学した高校は、ボストンから北へ
約40kmの小さな町にありました。
さて、その町とは？

①ポーツマス　②アンドーヴァー
③セイラム

A②アンドーヴァー
語学力をつけるためにも、近くのM･ヒドゥン
の家に下宿し、通学していました。

Q4
新島襄の心を最初に捉えた聖句は、「神はそ
の独り子を与え給うたほどに世を愛された」
です。さて、これは新約聖書のどの福音書に
ある言葉？

①マタイ　②ルカ　③ヨハネ

A③ヨハネ
アンドーヴァー時代の日記の折り返しにもこ
の聖句を書いていました。

Q5
アンドーヴァー神学校を卒業した新島襄は、
ミッションの宣教師としていよいよ帰国し
ます。
さて、新島は同校が生んだ何人目の宣教師？

①76人目　②176人目　③276人目

A②176人目
1874年９月にはボストンのマウント･ヴァー
ノン教会で正式に牧師になるための儀式、按
手礼を受けました。

Q6
新島襄は日本に到着した翌日、家族の住む安
中へ人力車３台で急行し、真夜中に着いたの
で旅館に一泊しました。さて、その旅館とは？

①上州屋　②山田屋　③赤城荘

A②山田屋
安中には新島家の旧宅や新島家墓所（妙光院）
が残っています。

新島くんが出題するクイズに挑戦!!

【正解数】
全　　問…立派な同志社人！
4～ 5問…もう少しで同志社人！
2～ 3問…気持ちは同志社人！
0～ 1問…がんばれば同志社人！

新島襄クイズ
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Information 学部インフォメーション

■ イベント情報

2012年度　同志社大学キャンパスフェスタ/心理学部地方懇談会　開催日程・会場
日　　程 開 催 地 会　　場
7月8日（日） 宇都宮 コンセーレ（栃木県青年会館）　JR宇都宮駅 バス15分
7月14日（土） 北九州 西日本総合展示場 新館　JR小倉駅 徒歩５分
10月8日（月・祝） 名古屋 名鉄グランドホテル　JR名古屋駅 直結
10月14日（日） 青　森 青森グランドホテル　JR青森駅 徒歩２分
10月20日（土） 高　松 アルファあなぶきホール　JR高松駅 徒歩８分
11月3日（土）※ 京　都 京田辺キャンパス 知真館
11月18日（日） 秋葉原 秋葉原UDX（GALLERY, CONFERENCE）　JR秋葉原駅 徒歩２分
11月23日（金・祝） 米　子 米子コンベンションセンター Big SHiP　JR米子駅 徒歩５分
※11月3日（土）は同志社クローバー祭と同時開催

同志社キャンパスフェスタ/心理学部地方懇談会 案内
キャンパスフェスタは、卒業生・学生父母・受験生対象に開催されるイベントです。同志社卒業の著名OB
による講演会、入試説明会などが行われます。父母会では、心理学部地方懇談会を同時開催しますので、同
地域にお住まいの皆様、奮ってのご参加をお待ちしています。詳しくは、先日郵送のご案内もしくは父母会
ホームページをご覧ください。

春
学
期

2012年
４月１日（日） 春学期始め・春学期入学式
　　２日（月） 春学期入学式（国際教育インスティテュート）
　　２日（月）
　　３日（火）
　　４日（水） 新入学生履修指導期間

履修科目登録期間　　５日（木）
　　６日（金）
　　７日（土） 講義開始
　　27日（金） 春学期学費納入最終日
５月１日（火）

休日
　　２日（水）
７月16日（月） 海の日（授業日）
　　27日（金） 講義最終日
　　28日（土） 期末試験開始
８月９日（木） 期末試験終了
　　10日（金） 夏期休暇開始
９月14日（金） 夏期休暇終了
　　15日（土） 在学生成績通知書配付
　　20日（木） 春学期終り
　　29日（土） 春学期卒業式・学位授与式

■ 学部学年暦

秋
学
期

９月21日（金） 秋学期始め・秋学期入学式
　　21日（金）

履修科目登録変更
　　22日（土）
　　24日（月） 講義開始
10月８日（月） 体育の日（授業日）
　　31日（水） 秋学期学費納入最終日
11月３日（土）

同志社京田辺祭（スポーツフェスティバル）
　　４日（日）

26日（月）
創立記念行事週間（休講）　　27日（火）

　　28日（水）
　　29日（木） 創立記念日（休日）
12月24日（月） 天皇誕生日振替休日（授業日）

25日（火） キリスト降誕日（休日）・冬期休暇開始

2013年
１月５日（土） 冬期休暇終了

７日（月） 講義再開
23日（水） 創立者永眠の日
26日（土） 講義最終日
28日（月） 期末試験開始

２月16日（土） 期末試験終了
３月上旬　　 卒業可否発表
３月20日（水）

秋学期卒業式・学位授与式21日（木）
22日（金）
25日（月） 在学生成績通知書配付
31日（日） 秋学期終り
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東日本大震災義援金について（ご報告）

　昨年３月11日、東日本大震災が起こりました。信じられ

ない規模の大震災で被災されました多くの方々を目の当たり

にし、心が痛むばかりでありました。

　１年の時が過ぎ、被災地では少しずつ復興の道を歩み出し

始め、地の底から湧き出るような力強さに励まされておりま

す。

　心理学部では大きな被害報告はありませんでしたが、父母

会でできる支援を協議いたし、役員会で、2011年度予算よ

り10万円を義援金として執行することで承認を得ました。

　今年３月13日、日本赤

十字社を通じ、義援金を被

災地にお届けいたしまし

た。ここに父母の皆様にご

報告いたしますとともに、

一日も早い被災地復興を心

よりお祈りいたします。

心理学部父母会長

保坂　晃彦
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　　　　　　〒610-0394 京都府京田辺市多々羅都谷1-3
　　　　　　TEL : 0774-65-8220　FAX : 0774-65-8223
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◉重要なお知らせ
「心理学部父母会」ページのログインにはパスワードの入力
が必要です。パスワードは毎春号にてお知らせします。
◉2012年度心理学部父母会ログインパスワード
　「fbfop12」半角英数字

「在学生の方へ－フォトアルバム」ページもぜひご覧ください。
お子様たちの活動写真を掲載しています。
こちらもログインにはパスワードの入力が必要です。
◉2012年度心理学部フォトアルバムログインパスワード
　「photo2012」半角英数字

ご父母のさまざまなご意見ご感想などお待ちしています。
下記までご一報ください。

父部学理心 母 会 会 則

（名称）
第１条 本会は、同志社大学心理学部父母会と称する。
（目的）
第２条 本会は、同志社大学心理学部（以下「学部」という。）の教育方針に則り、教

員と学部に在籍する学生の父母又はこれに準ずる者（以下「学生の父母」
という。）との連絡を密にし、学生の就学を支援するとともに、学部の教
育研究事業を援助し、学部の充実発展に寄与することを目的とする。

（会員）
第３条 本会は、次の会員をもって組織する。
 （１）父母会員 学生の父母
 （２）参与会員 学部に所属する専任教職員　若干名
 （３）賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者
（事業）
第４条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
 （１） 学部と学生の父母との連絡を図る行事
 （２） 学生の教育、厚生、就職等に必要な事業に対する援助
 （３） 学部の教育研究上、必要な施設の拡充及び学術研究に対する援助
 （４） 会報の発行及び配付
 （５） その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業
（総会）
第５条 本会に総会を置く。総会は定期総会と臨時総会とする。
 ２　定期総会は毎年１回開催し、臨時総会は役員会の議を経て臨時に
 　　開催する。
 ３　総会は全会員をもって構成し、会長が議長となる。
 ４　総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
 ５　定期総会は、次の事項を決定する。
 （１） 役員の選出
 （２） 会則の改正
 （３） 事業計画、予算及び決算
 （４） その他重要事項
（役員及び役員会）
第６条 本会は、事業推進と企画立案のため次の役員を置き、その役員をもって

役員会を構成する。
 （１） 会　長 １名
 （２） 副会長 ２名
 （３） 会　計 １名
 （４） 委　員 若干名
 （５） 監　事 １名　
第７条 役員は、次の方法によって選任する。
 （１）父母会員の中から選出する。
 （２）役員は、役員会の推挙により、定期総会に諮って決定する。
第８条 役員は、次の職務を行う。
 （１） 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
 （２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を
 　　 代行する。
 （３） 会計は、本会の会計を管理する。
 （４） 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
第９条 役員の任期は１年とする。ただし、重任を妨げない。
第10条 役員会は、必要に応じ適宜開催し、次の事項を審議し、本会の事業を実

施する。
 （１） 役員の推挙
 （２） 会則改正案の作成　
 （３） 事業計画案、予算案及び決算案の作成
 （４） その他会務の運営、執行に関する事項　
第11条 役員会は、緊急を要する案件は、総会に代り、審議、決定することがで

きる。ただし、役員会で決定した事項は、総会において報告しなければ
ならない。

第12条 役員会は、必要に応じて、この会則の施行に伴う細則、規程を定めるこ
とができる。

（運営資金）
第13条 本会の運営は、父母会員費、寄付金及びその他の収入による。
（父母会員費）
第14条 父母会員費は、学期額3,000円とする。ただし、学生が休学する場合は、

父母会員費を免除する。
　 ２　父母会員費は、毎学期の始めに納入しなければならない。
　 ３　父母会員費の徴収は、大学に委託して行う。
（会計年度）
第15条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
（事務局及び職員）
第16条 本会の事務局を心理学部事務室内に設ける。
 ２　本会は、本会の庶務会計等の業務を処理するため、職員を置く。
附　則
　この会則は、2009年7月18日から施行する。

http://psych.doshisha.ac.jp/index.html

同志社大学心理学部

心理学部ホームページを
ご活用ください！
詳しい情報を随時発信
してまいります。

検索


