WASC Senior College and University Commission（米国西部学校・大学協会大学委員会）認定
文部科学省指定外国大学日本校

アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院日本校
臨床心理学研究科臨床心理学専攻（修士課程）

２０１８年９月入学 第１７期生 学生募集要項
出願期間 秋期 ２０１７年１０月２６日～２０１７年１１月１４日必着
春期 ２０１８年 ３月 １日～２０１８年 ３月１５日必着

Alliant International University/California School of Professional Psychology

アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院日本校

アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院日本校
臨床心理学研究科修士課程について
◇履修期間： 3 年間
◇修了必要単位数： 48 単位
◇入学時期： 9 月
◇研究科（専攻）： 臨床心理学研究科（臨床心理学）
人間の多様性に焦点を当て、カウンセリング理論とスキルの基礎と応用を学ぶ

◇アドミッション：
CSPP は社会人のための大学院で、臨床心理の学びを通じて知識と技能を併せ持つ心理援助
者を志す学生に門戸を開いています。
・ 仕事やプライベートに配慮しながら、学業優先の 3 年間にコミットできる者
・ 自ら感じ、考え、表現する能力があり、他者のそれへも開かれた態度を保つことができる者
・ 自身のための学びと、人間関係のより深い理解を求める能動的な姿勢をもち、コミュニティ
へ還元する意欲の高い者
CSPP では世代や背景、職業などが多様な学生を受け入れており、異なる価値観に積極的な興
味を持って学びあう環境の構築に努めています。

◇講義の形態：
・
・
・
・

月１回、週末などを利用した東京での対面授業
各自、どこでも好きな時間に行えるインターネットを使ってのオンライン授業
7 日間の夏期集中講義
プラクティカム（臨床心理実習）―クリニックや病院などの施設において、実際の臨床心
理業務を実習を通して学習

◇学位授与：
WASC Senior(米国西部学校・大学協会大学委員会)から認定されている教育機関である
Alliant International University / California School of Professional Psychology より米国の臨
床心理学修士号(Master of Arts in Clinical Psychology)が授与されます

◇費用：

初年度

入学金

授業料

その他の費用（テクノロジーフィー）

540,000 円

1,289,450 円

16,800 円

※授業料は単位制（1 単位：75,850 円）です。
※授業料およびその他の費用は内税です。消費税の増税がある場合、授業料およびその他の費用
に反映されます。
※授業料・その他の費用に関して、改定される場合があります。
※カリキュラム変更があった場合は上記の通りではありません。
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入学規定
◇ 出願資格
・学士（４年制大学卒業）の学位をもっている、または 2018 年 8 月までに卒業見込みのこと（専攻不問）

◇ 出願方法
下記出願書類１～３をホームページ http://www.csppjapan.com/app/admission.htm よりダウンロード・
印刷・記入し、４～９の書類もそろえて、アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院日本校
東京事務局までご送付ください。

◇ 出願書類
※提出された書類はいかなる場合も返還いたしません。一定の期間を過ぎると廃棄されます。
※出願書類一式は、米国本校と日本校の両方で受付登録されます。よって、FormA と B は英語と日本
語で記入してください。
１．Form A 入学申込書
２．Form B 入学願書補足
３．Form G 推薦状（日本語か英語のいずれかで）
＊推薦状は必ず推薦者が直接、東京事務局に郵送すること
＊推薦者は家族（三親等まで）と自分がセラピーを受けているセラピスト以外であること
４． パーソナルエッセイ
以下の内容を踏まえ、あなたの志望動機についてＡ４サイズ 3 ページ 3000～3600 文字以内のエッセイ
にまとめよ。
➢ 簡単な自分の成育歴
➢ 現在の自分と、臨床心理学への興味との関わり
➢ CSPP を選んだ理由と、その選択に最も影響を与えたこと
➢ 3 年間、学業を優先させるために、現在の生活をどのように調整するのか
５． 小論文
現代社会で特に顕著となっている心に関する問題を一つ取り上げ、それに対して、心理職ができること、
すべきことを、その論拠とともに A4 サイズ３～４ページ、3000～3600 文字以内で述べよ。参考にした資
料や文献、ウェブページは文末に挙げること。
６．３ヶ月以内に発行され、封緘された公式な成績証明書（和文と英文 1 通ずつ）
・ 編入学を経て卒業した者は、卒業時と編入学前の両方の成績証明書を提出してください。
・ 大学院修了者は、学部および大学院それぞれについて提出してください。
・ 在籍した（している）すべての大学（学部）/大学院の成績証明書を提出してください。
・ 卒業（修了）見込の場合は、大学（大学院）の入学から現在までの全学期の成績が記載された成績
証明書を提出してください。
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７．３ヶ月以内に発行された公式な卒業証明書（和文と英文 1 通ずつ）
・ 卒業（修了）見込の場合は、卒業（修了）見込証明書を提出してください。
・ 大学院修了者は、学部および大学院それぞれについて提出してください。
・ 卒業（修了）したすべての大学（大学院）について提出してください。
８．３ヶ月以内に撮影した顔写真（サイズ 4.5cm X 3.5cm）1 枚…裏に名前と電話番号を記入
９．選考料振込みの際の「振込金受取書お客様控え」のコピー

◇ 出願期間
秋期 ２０１７年１０月２６日～２０１７年１１月１４日必着
春期 ２０１８年 ３月 １日～２０１８年 ３月１５日必着

◇ 選考料
金額： ３０，０００円
振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行 麹町支店（616） 普通 口座番号：0065290
口座名義：アライアント教育サポートサービス合同会社
※「ご依頼人」の欄には、必ず出願者の名前が表記されるようにしてください。
※納入された選考料は理由に関係なく一切返還いたしません。
※振込時の「控え」を領収書とさせていただきます。

◇ 選考方法と基準
一次選考：出願書類（１～７）の審査
二次選考：面接と筆記試験（日本語小論文）
カリフォルニア臨床心理大学院日本校の選考基準によって評価されます。
成績、小論文以外に「ボランティアを含む対人援助経験」、「学業優先の 3 年間へのコミット」、「自ら感
じ、考え、表現する能力」、「人間関係への探求心」なども評価されます。
※合否結果（合格か不合格かの結果）を除き、入学審査結果及びその審査過程・選考に関する内容に
ついては開示いたしません。

◇ 選考日程と入学手続期間（入学金納入期限）
秋期

一次選考合否発送日
二次選考日
合格発表（合否発送日）
入学手続期間

２０１７年１１月２２日（水）
２０１７年１２月 ２日（土）
２０１７年１２月 ８日（金）
２０１７年１２月 ９日（土）～１２月１９日（火）

春期

一次選考合否発送日
二次選考日
合格発表（合否発送日）
入学手続期間

２０１８年３月２７日（火）
２０１８年４月 ７日（土）
２０１８年４月１３日（金）
２０１８年４月１４日（土）～４月２６日（木）

◇ 募集人数
２５名
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臨床心理学研究科修士課程履修科目（48 単位）
2018 年 9 月入学生基本履修スケジュール（3 年間）

１年次（17 単位）

単位

臨床心理学特講 （秋・春学期）

4.0

精神医学特論 （秋・春学期）

3.0

専門家意識とグループセラピー技法体験実習 （秋・春学期）

1.0

生涯発達心理学特論－オンライン（秋学期）

3.0

臨床心理学統計・研究法特講－オンライン（春学期）

3.0

心理療法特論（子供心理療法）－夏期集中講座

3.0

２年次（17 単位）
心理療法特論・臨床技法体験実習 （秋・春学期）

4.0

心理アセスメント演習 （秋・春学期）

4.0

専門家意識とグループセラピー技法体験実習 （秋・春学期）

1.0

臨床心理倫理・関連行政論－オンライン（秋学期）

2.0

臨床パーソナリティ特論－オンライン（春学期）

3.0

家族心理学特論（家族とカップル）－夏期集中講座

3.0

３年次（14 単位）
人間関係学特論 （秋・春学期）

2.0

臨床心理ケーススタディ演習 （秋・春学期）

3.0

臨床心理実習（プラクティカム） （秋・春学期）

4.0

修士論文セミナー－オンライン（秋・春学期）

2.0

臨床コミュニティー心理学－夏期集中講座

3.0

・ カリキュラムは変更される場合があります。
・ 各自が在学中に学外で 30 時間の心理カウンセリングをうける必要があります。
・ オンライン授業があるため、インターネットにアクセスできる環境があり、パソコン用の E メールアカ
ウントが必要です。ＯＳは Windows 7 以降のものを使用し、必ずウイルス対策をしてください。また、
ブラウザは常に最新のものに更新してください。大学のシステムは Windows で運営されています
ので、Mac では互換性のないことがあります。レポートなどを作成する際のワープロソフトはワード
(WORD)を基本としています。
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アライアント国際大学・カリフォルニア臨床心理大学院日本校
東京事務局
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-14-3 VORT 末広町Ⅱ6 階
電話: 03-5298-6165 FAX: 03-3253-0724
URL： http://www.csppjapan.com/
Ｅｍａｉｌ： JapanMA@alliant.edu
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