
大学
何よりもまず人文科学に本当に関心をもつことが、心理学を専門的
に学ぶ前提となります。心理学の学士課程（Licence）は、人文社会科
学、特に人間の行動に関する知識の習得を希望する学生を対象と
し、5つの専攻（認知心理学、社会心理学、発達心理学、臨床心理学、
精神生理学）の理論と方法論を確実に教育するという方針のもとに
開設されています。教育、保健、労働、心理学、社会などの選択科目も
設けられています。なかには、精神分析学も含めた教育を行っている
大学もあります。（「精神分析学」の項目をご参照ください。）

すべての修士課程（Master）が心理士の公式資格を交付する権利を
有するとは限りませんので、入学前に確認が必要です。
フランスで心理士業務を行うためにはMaster spécialisé（bac+5）の
資格保持者であることが必要です。Master spécialisé（職業修士）に
は、以下のような約30の「専攻(spécialité)」があります。

• 臨床心理学、臨床及び病理心理学（大学の全学科）
• 児童・青年心理学
• 老年心理学
• 労働心理学・社会生活心理学
• 労働心理学・人間関係の労作エネルギー学、人間工学、健康と労働
の関係 
•神経心理学
•組織の科学技術（情報、認知と学習　人とシステムのコミュニケーシ
ョン工学専攻）、　科学技術（情報、認知と学習）、科学技術（科学にお
ける教育とメデイエーション、教育学）
•労働状態の複眼的分析
•認知障害の心理学
•心身障害者の心理学
•職業教育の学習工学
•薬物常用行動と人文科学
•習得と発達の心理学と病理心理学 
•応用社会心理学、ヒューマンシステムにおける介在と変化

高等専門学校
•フランス国立社会科学高等研究院　（École des Hautes Études en 
Sciences Sociales,　EHESS) 
www.ehess.fr 
学校独自の学位が交付されます。修業年限は５年で、独自の研究に
よる修士論文を準備し、その多くが博士論文を完成します。入試は書
類選考です。専門分野として心理学と認知科学があるほか、パリ第5
大学との協力による社会心理学の研究修士課程が開設されていま
す。

私立の職業専門学校
•心理療法士専門学校（École de Psychologues Praticiens EPP, – 
Psycho-Prat) 
www.psycho-prat.fr 
パリカトリック大学付属の私立学校でリヨンに支部があります。最初
の4年間で、児童心理学、実験心理学、心理学概論などさまざまな分
野の一般教育を行い、5年次に精神病理学、健康と社会、人材管理、
マーケテイングの心理学など専門を履修します。

カリキュラムの編成心理学者の職業には実に多様な理論
の実践が含まれます。
臨床心理学士は、人生のさまざまな
年代に起こる人格と行動の障害の研
究と治療に関心を注いでいます。
産業・組織カウンセラーには、患者に
助言を与え、情報源となり、復職や企
業内配置転換の手助けをする任務が
あります。
社会心理学者は、企業の利益向上の
ために消費者行動を注視し、公的組
織の依頼に応じて社会的、また文化
的な集団が示す現象に関心をもつこ
とになります。
また、心理士として学校で生徒や学生
の指導を行い、生涯教育コースにある
成人に対しては再就職の支援を行う
一方、司法機関や刑務所で働く場合
もあります。そしてフランスでは、心理
学者と医療の専門家である精神科医
との混同を避けなければなりません。
職業として法律などで規定されていな
い精神分析家や心理療法士も同様で
す。
心理学者の職業資格を得るには、心
理学全課程である学士（Licence）と
修士1・2年次（Masters 1 et 2）、及び
職業研修の履修が必須です。

心理学
2009年

研究分野：人文社会科学
「人材管理」、「医学」、「精神分析学」、「人文社会科

学」 の項目もご参照ください。

就職業種： 公共サービス、臨床心理士、社会心理学者
（市場調査、行動調査）、心理士（企業、学校、職業訓

練）、精神分析家、心理療法士など



•アンジェカトリック大学付属心理・社会学研究所　
（Institut de psychologie et de sociologie appliquées de l’Université 

catholique d’Angers, IPSA), www.uco.fr/IPSA/
臨床心理学、発達・教育心理学、社会心理学。5年次に履修

•リールカトリック学院 （Institut catholique de Lille）www.icl-lille.fr
専門分野：社会的つながりと精神病理学の臨床、社会および家族的場
所の臨床

ＥＵ圏出身者で、自国の心理士資格を持つ在仏外国人学生について
は、2003年11月14日発令の心理士資格の職業履行許可の交付に関す
る政令2003-1073（2003年11月16日の官報）をご参照ください。
www.legifrance.gouv.fr

　役に立つリンク集

• Centre national de la recherche scientifique département 
des　sciences de l’homme et de la société,　CNRS 
フランス国立科学研究センター、人文社会科学セクション 
 www.cnrs.fr 
• INETOP (Institut national d’étude du travail et d’orientation www.
inetop.cnam.fr/professionnelle)　 
国立労働・進路指導研究所
 www.inetop.cnam.fr

（ハイレベルの教育と外国人専門家の進路相談。高等学位を交付。）
•Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de 
la recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des 
entreprises, ANVIE）

（企業における人文社会科学研究の学際的価値を向上させる目的を
もった、メデイエーションとしての役割を担う国立の協会）
www.anvie.fr/anvie.asp 
•Société Française de Psychologie, SFP　
フランス心理学学会
www.sfpsy.org 
•Fédération française des psychologues et de psychologie
 （心理学者の連合団体）
www.psychologues-psychologie.net
•Syndicat National des Psychologues, SNP　

（心理学者の労働組合）
www.psychologues.org 
•Association européenne des jeunes chercheurs en 
psychopathologie et en psychanalyse, AEJCPP 
 （精神病理学及び精神分析学の若い研究者のための欧州レベルの
組織）
aejcpp.free.fr
•  Œdipe
 (フランス語圏の精神分析学のポータルサイト)
 www.oedipe.org/fr
• Psychologue.fr 

（臨床心理士作成による職業情報）
www.psychologue.fr

　検索キーワード

accompagnement des troubles, des inadaptations et des 
exclusions – administration et gestion sociales – adolescence 
– adulte – affects – analyse – bilan de compétences – biologie – 
cellulaire – clinique – conduites sociales – conseiller d’orientation 
– criminologie – déficiences – développement – dynamiques 
sociales – éducation – émotions – enfance – environnement – 
ergonomie – ergothérapeute – éthologie –  évaluation – famille – 
formation – gérontologie – handicap – humanités – informatique 
– ingénierie des facteurs humains – langues – lettres – lien social 
– maladie – management des relations humaines – médicament 
– modélisation du comportement – neuropsychologie – 
neurosciences – nutrition – pathologie – performance motrice 
– perturbations – physicochimique – physiologie – prévention – 
prise en charge – psychanalyse – psychocriminologie – psychologie 

– psychologue patricien – psychophysiothérapie - psychothérapie 
– santé – santé mentale – sciences cognitives –  sciences de la vie 
– sciences de l’homme et du comportement – sciences du travail 
– sciences humaines et sociales – société – soins – sport – stress – 
vieillissement

ディプロムや専攻に関する情報をCampusFranceのサイト 
上でご覧いただけます。

CampusFranceのサイトにある高等教育機関検索エンジンで学士課程から博士課程
にいたる高等教育機関で受講が可能なコースを検索することができます。
campusfrance.org＞Trouvez votre formation

学士～修士課程：課程ごとに分かれた検索エンジン、分野別、専攻別にコースの 
検索が可能。
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

博士課程：Ecoles doctoralesの検索エンジン。
www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm

CampusBourses：奨学金検索エンジン。
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/


