
 

 
 

索  引 
 
◆ アルファベット 
・A.A.→アカデミック・アドバイザー 
・ADHD  コラム① 
  ――の傾向  コラム① 
・American Psychological Association→アメリカ心理学会   
・DV(Domestic Violence)   Topic3-2、Topic3-3 
・IASC(Inter-Agency Standing Committees)ブリーフィング・ノート(暫定版)  

新型コロナウィルス流行時のこころのケア Version 1.5     Topic5-4 
・Moodle  Topic1-3 
・Universal Passport  Topic1-4、Topic8-1 
・Zoom  Topic1-3 
 
◆ あ行 

   ・アイデンティティ  Topic3-1、Topic4-1、Topic6-1 
――の拡散   Topic4-1 

  ――の形成  Topic3-1、Topic4-1 
  青年期の―― Topic6-1 
・アカデミック・アドバイザー(A.A.)  Topic1-4、Topic1-5 
・悪徳商法  Topic2-4 
・アメリカ心理学会(American Psychological Association)  コラム⑧ 
・アルバイト  Topic2-5、Topic4-1 
  ――のトラブル  Topic2-5 
・怒り  Topic5-4、コラム⑦ 
・うつ病  Topic4-2 
・営業職  コラム⑨ 
・エントリーシート  コラム⑨ 
・オフィスアワー  Topic1-4 
・親  Topic3-1 
  ――からの離脱  Topic3-1 
 
◆ か行 
・カウンセリングルーム Topic1-5、Topic4-2、Topic5-1、Topic5-5、Topic6-3、Topic７前文 

Topic7-3、Topic8-1、コラム①、コラム⑨ 
・学生生活サイクル  Topic3-1 
・学生生活支援センター  Topic1-1、Topic1-5、コラム① 

――の修学支援窓口  Topic1-5、コラム① 
・学生生活実態調査  Topic8-1 



 

 
 

・家族  Topic3 前文、Topic3-1、Topic3-2、Topic3-3 
  ――との関係  Topic3 前文、Topic3-1、Topic3-2、Topic3-3 
  ――との問題  Topic3-1 
・葛藤  Topic3-1 
・カルト  Topic2-4 
・関西学生アルバイトユニオン  Topic2-5 
・感染症  Topic5 前文、Topic5-2、Topic5-3、Topic5-4 

――の流行時に普通に見られる反応  Topic5-3 
・企業分析  Topic6-2 
・気分転換  コラム② 
・キャリアセンター  Topic6-3、コラム⑨ 
・休学  Topic1-1 
・教室が変わる  Topic1-3、コラム① 
・金銭管理  Topic2-2 
・グループプログラム  コラム⑤ 
   カウンセリングルームの――  コラム⑤ 
・結婚  Topic7-2 
・合意形成  コラム① 
・厚生労働省  Topic4-2、Topic5-4、コラム②、コラム④ 
  ――e-ヘルスネット  コラム④ 
  ――健康づくりのための睡眠指針 2014  コラム④ 
  ――こころもメンテしよう  Topic4-2、コラム② 
  ――新型コロナウィルスに関する Q&A  Topic5-4 
・合理的配慮  Topic1-5、コラム① 
・こころの回復力(レジリエンス)  コラム⑧ 
・こころの病気   Topic4-2、Topic4-3 
・困っている   Topic1-5 
 
◆ さ行 
・災害  Topic5 前文、Topic5-1、Topic5-2、コラム⑧ 
  自然――  Topic5 前文 
・在籍期間  Topic1-1 
・再履修  Topic1-1 
・サークル活動  Topic4-1 
・支援先一覧  Topic7-4 

お金・仕事の悩み  Topic7-4 
家庭・生活の悩み  Topic7-4 
警察の相談窓口   Topic7-4 
心・いのちの悩み  Topic7-4 



 

 
 

保健所      Topic7-4 
・時間的展望  Topic6-1 
・時間割  Topic1-1、Topic 1-2 

――を自分で作る  Topic 1-2 
・時間を見える化する  コラム③ 
・事件  Topic5 前文、Topic5-1 
・事故  Topic5 前文、Topic5-1 
・自己分析  Topic6-2 
・自己理解  コラム⑨ 
・思春期  Topic4-1 
・執行猶予→モラトリアム   
・児童相談所  Topic3-2 
  ――での児童虐待相談対応件数とその推移  Topic3-3 
・自分  Topic3 前文、Topic3-1、Topic3-3 
  所属する集団に応じて見せる――を変える  Topic3-1 
・社会人になる  Topic6-1、Topic6-2 
・社会に出る  Topic6-1、Topic6-2、Topic7-3 
・就活→就職活動   
・宗教団体  Topic2-4 
・就職  コラム⑨ 
  ――活動(就活)  Topic6-2、コラム⑨ 
  ――しない  Topic6-2 
  ――する  コラム⑨ 
  クローズで――する  コラム⑨ 
・就労  コラム⑨ 

――支援  コラム⑨ 
――支援機関  コラム⑨ 
――体験  コラム⑨ 

  障害のある学生の――支援  コラム⑨ 
・主事  Topic1-5 
・消費者トラブル  Topic2-4 
・消費者ホットライン  Topic2-4 
・消費生活センター  Topic2-4 
・障害者手帳  コラム⑨ 
・職業興味検査  Topic6-3 
・職業選択  Topic4-1 
・シラバス  Topic1-1 
・自立  Topic3-1、Topic3-3、Topic7-3 
・進路  Topic2-6、Topic6-2、Topic8-1 



 

 
 

  ――決定  Topic6-2 
  ――選択  Topic6-2 
  ――変更  Topic2-6 
  希望――  Topic8-1 
・心理的課題  Topic3-1 
・心療内科  Topic4-３ 
・睡眠  Topic2-1、コラム④ 
  ――時間  Topic2-1、コラム④ 
  ――と覚醒  Topic2-1 

――不足  Topic2-1、コラム④ 
・睡眠障害対策 12の指針 Topic2-1 
・スケジュール管理  コラム③ 
・巣立ち  Topic3-1 
・ストレス  Topic5-4、コラム⑧ 
  ――に対処するために  Topic5-4 
・性格検査  Topic6-3 
・生活リズム  Topic2-1、コラム④ 
・精神科  Topic4-3 
・青年期  Topic3-1、Topic4 前文、Topic4-1 
  ――後期  Topic4-1 
  ――の課題  Topic3-1 
  ――の重要な課題  Topic4-1 
・摂食障害  Topic4-2 
・喪失体験  Topic5-1 
・卒業論文(卒論)  Topic1-1、Topic 1-6 
・卒論→卒業論文 
 
◆ た行 
・大学生活  Topic8-1 
  ――への適応感  Topic8-1 
  ――の不安や悩み  Topic8-1 
・対人恐怖→不安障害   
・体内時計  Topic2-1、コラム④ 
・単位  Topic1-1、Topic1-3、コラム① 

卒業するのに必要な――  Topic1-1 
・担任の先生がいない  Topic1-4、Topic1-5 
・治療  Topic4-3 
・統合失調症  Topic4-2 
・特性  コラム⑨ 



 

 
 

・どこに相談したらいいか  Topic1-5、Topic7-4 
 
◆ な行 
・入学  Topic8-1 
  ――を決めた理由  Topic8-1 
・ネグレクト  Topic3-2 
 
◆ は行 
・発達課題  Topic3-1、Topic4-1 
・発達障害  コラム⑨ 
・パニック障害  Topic4-2 
・兵庫県こころのケアセンター  Topic5-1 
・不安 Topic4-2、Topic4-3、Topic5-3、Topic5-5、Topic8-1、コラム②、コラム⑦、コラム⑨ 
・不安障害(対人恐怖)   Topic4-2 
・不本意入学   Topic2-6 
・ブラックバイト   Topic2-5 
・保健室   Topic4-2 
 
◆ ま行 
・マルチタスク  コラム⑨ 
・満足度   Topic8-1 
  所属する学科への――   Topic8-1 
  大学への――   Topic8-1 
・面前暴力   Topic3-2 
・モラトリアム   Topic4-1、Topic6-2 
  ――(執行猶予)  Topic6-2 
 
◆ や行 
・友人関係  Topic2-3 
 
◆ ら行 
・ライティングサポート   Topic1-6 
・履修登録   Topic1-1 
・留年   Topic1-1、Topic 1-3 
・リラックス   コラム② 
・レジリエンス→こころの回復力   
・レポート   Topic1-6、コラム③ 
・恋愛関係   Topic2-3 
 


